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多次元的な学士力養成を担う総合的学修支援
報告書
別冊
2011 年度公開シンポジウム記録

2012 年 8 月

国立大学法人お茶の水女子大学

この冊子はお茶の水女子大学が平成 21 〜 23 年度大学教育推進プロ
グラム採択事業「多次元的な学士力養成を担う総合的学修支援」の最
終報告書の別冊です。同事業の一環として平成 24 年 3 月に開催した
第 2 回公開シンポジウム『大学で確かに学び修めていくために ― そ
の学修支援に向けて』の内容を記載しており、4 大学の取り組みと文
部科学省からの政策動向を 5 名の講演で紹介しています。いずれも
当日の講演記録をもとにそれぞれの講演者による校閲・調整を経た内
容となっています。
なお、同事業では平成 22 年 2 月に第 1 回公開シンポジウム『教育の
質保証 ― 4 つの大学の取組から』を開催しており、その内容は同タ
イトルの別の報告書としてまとめられています。

お茶の水女子大学

文部科学省 平成21〜23年度大学教育推進プログラム採択事業
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大 学 で 確 か に 学 び 修 めて い く た め に !
― その学修支援に向けて

日時
会 場

2012年3月17日土曜日
お茶の水女子大学

13:00 〜 17:10

共通講 義棟 2階 201 大講義室

プ ロ グ ラ ム
12:30 開場
13:00〜13:10 開会挨拶 耳塚寛明（お茶の水女子大学 理事・ 教育機構長）
13:10〜13:40 ① 学生のアカデミック・プランニングとアドバイジングによる学修支援
国際基督教大学 森島泰則上級准教授

国際基督教大学では、学生は全員教養学部に入学し、２年間の学修の後メジャー（専攻）を選択す
る。メジャー選択を中心に学生が自らの学修を主体的に進める学生の育成を目指している。本学で
はアドバイジングを通じて学生のアカデミック・プランニングの支援に取り組んでいる。今回の発表
では、本学の取り組みの現状と課題を報告する。

13:45〜14:15 ② 奈良女子大学における学習支援の課題と展望
奈良女子大学 佐原康夫教授

奈良女子大学では、全学組織として「学習支援室」を新設し、教育と学生支援全般を有機的に連携
させながら、正課の内外を通じた学習支援を目指している。平成23年度には、全学の学生・教職員
を対象に学習支援に関する調査を実施し、多くの示唆を得た。今回はそこから導かれる課題と展望
について報告したい。

14:20〜14:50 ③ 学修支援システムＤＵＥＴとＧＰＡ得点分布公表
同志社大学 圓月勝博教授

同志社大学においては、学生の自主的な学びを促進するために、2004年度から学修支援システム
DUETを全学的に導入し、それと並行して、すべての開講クラスのGPA得点分布を学内外に公表して
いる。近年の大学改革の動向を踏まえて、学習時間の増大と教育情報の公表促進の観点から、その
成果と今後の展望について報告する

14:55〜15:25 ④ 多次元的な学士力養成を担う総合的学修支援事業の成果と今後
お茶の水女子大学 半田智久教授

お茶の水女子大学では平成21年度から大学教育推進プログラムに採択され同事業を展開、今年度、
それを完了する。本報告ではその事業の3本柱として実施したカラーコードベンチマークシステム、
fGPAシステム、総合学修支援センター／システムの開発と導入、その成果をあきらかにし、今後の
展望をおこなう。

15:30〜16:00 ⑤ 特別講演「学士力の実質化に向けた政策の動向について」
文部科学省 高等教育企画課 義本博司課長

16:10〜17:00 ⑥ 総合ダイアローグ
17:00〜17:10 閉会挨拶 耳塚寛明（お茶の水女子大学 理事・教育機構長）

参加費

無料（どなたでも参加できます）

参加申込先

お茶の水女子大学 教育開発センター 半田研究室あて

電子メール handa.motohisa@ocha.ac.jp

または同封の参加申込はがきにて、先着順受付で参加券を郵送します。定員になり次第、締め切ります。

http://www.cf.ocha.ac.jp/crde/
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大学で確かに学び修めていくために !
― その学修支援に向けて
日時 2012 年 3 月 17 日（土曜日）
場所

石田

お茶の水女子大学

本日はお足下の悪い中、また遠方

共通講義棟 201 大講義室

的な学士力養成を担う総合的学習支援」と

からお越しいただきまして誠にありがとう

いうテーマで教育改革を進めて参りました。

ございました。本日、司会を務めさせてい

本日のこのシンポジウムもこの取り組みの

ただきます教育開発センターの石田千晃と

一環として開催するものでございます。私

申します。よろしくお願いいたします。

どもの大学教育推進プログラムは、3 つの主

本日は「多次元的な学士力養成を担う総

要な事業から成り立っております。これに

合的学修支援公開シンポジウム」と題しま

つきましては、詳細は後ほど半田教授から

して４つの大学の先生にご講演いただきま

発表がございますけれども、その３つと申

す。

しますのはまず第一にカラーベンチコード

簡単に講師の先生方のご紹介をさせてい

の仕組み、第２に改良型の GPA 制度の導入、

ただきます。国際基督教大学教養学部アカ

第３に総合学習支援センターの新設と学習

デミックプランニングセンター長、森島泰

情報支援システムの設計と導入でございま

則上級准教授。奈良女子大学文学部 / 学習

す。おかげさまで、他大学に比してどうか

支援室、佐原康夫教授。同志社大学文学部、

はわかりませんけれども、この事業のため

圓月勝博教授。本学教育開発センター、半

にこの間学士課程でのレベルでの教育改革

田智久教授です。どうぞよろしくお願いい

が相当に進行致しまして、昨年の終わり位

たします。

からは次の改革と致しまして、大学院レベ

それでは、はじめに開会の挨拶といたし

ルでの改革に着手をしているところでござ

まして、本学理事・教育機構長、耳塚寛明

います。本日は、私どもの大学での教育改

教授からご挨拶申し上げます。

革の事例だけではなくて、それに加えまし

耳塚

本日は雨の中にもかかわらず、こ

のようにたくさんのみなさまにおいでいた
だきまして、たいへんうれしく思います。
お茶の水女子大学の耳塚でございます。お
茶の水女子大学は平成 21 年度に文部科学省
の大学教育推進プログラムテーマ A に採択
をされまして、3 年間にわたって「多次元

て先ほど紹介がございました先進的に取り

まず、我々の大学ですけれども創立 60

組みを進めておられる３大学の先生方にも

年を迎えようとしております。学生数は学

お越しいただき、ご発表をいただくことと

部大学院合わせて、約 3000 名です。学部

しております。加えて、文部科学省高等教

の方が 1 学年約 600 名で、4 学年合わせて

育企画課、義本課長から特別にご講演をい

2400 名前後となっております。教員の数は

ただくことにしております。今日のシンポ

約 160 名前後です。名前が示すように、キ

ジウムを通じまして、学生たちの学修支援

リスト教精神に基づいており国際性を強調

について課題や成果が皆様と共有できれば

しているというところも特徴かと思います。

主催者として大変うれしく思います。どう

それからもう 1 つの特徴は、いわゆるアメ

ぞ、最後までお楽しみいただければと思い

リカ式のリベラルアーツ教育というのを創

ます。ありがとうございました。

立当初から実践しているところです。我々
の目指すリベラルアーツ教育は一言で言え

石田

ありがとうございました。そうし

ばこのような言葉であらわせるのではない

ましたら、早速ではございますが第１話目

かと思うのです。「学生の主体的な学習態度

のご発表に移らさせていただきたいと思い

を寛容し、一人一人が自分自身のカリキュ

ます。『学生のアカデミック・プランニング

ラムを作って学ぶことによって自ら描く自

とアドバイジングによる学修支援』と題し

分となって社会に出て行く」と。これを目

ましてご講演いただきます。国際基督教大

標としてやっているわけです。では具体的

学の森島先生お願い致します。

に大学のカリキュラムはどうなっているか、
これは 2008 年度からいわゆるメジャー制度
と我々が呼んでいる制度に移行するという

学生のアカデミック・プランニング
とアドバイジングによる学修支援
国際基督教大学

森島泰則上級准教授

大きな教学改革をおこないました。学生た
ちは全員教養学部に入学してきます。です
から○○学科○○専攻みたいなものは一切
なく入学してきます。そして後でもう少し
詳しくお話ししますけれども、この教養学
部は、いわゆる文理を総合的に、心理学や

森島

今日はお招きありがとうございま

文学、経済学、それから物理学とか生物学、

した。国際基督教大学の森島と申します。

人文社会、自然社会、すべての分野を持っ

私は現在、アカデミック・プランニングセ

ておりまして、それが 32 のメジャーという

ンターという学生支援をおこなうところの

かたちでカリキュラムとして作られていま

センター長を勤めております。とはいって
もこの 3 月で任期が切れますので、通算 3
年半勤めさせていただいたということにな
ります。
早速ですけれどもまず、バックグラウン
ドとして国際基督教大学について簡単にご
紹介をして、それからアカデミック・プラ
ンニングとアドバイジングについてお話を
したいと思います。
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国際基督教大学
大学院

４年次
３年次

教養学部
アーツ・サイエンス
学科
心理学

文学

経済学

・・・ 物理学

３２メジャー
専門として重点的に学ぶ専修分野（専攻）


卒業研究
専攻科目

２年次

卒業

メジャー決定

選択科目

１年次
入学

基礎科目

一般教育科目

英語教育プログラム
保健体育

す。そして最終的に学生たちはメジャーと

業研究をして、卒業論文を書いて卒業する

いういわゆる専攻を選択していくという風

というのが大きな道筋です。

な学びの進め方をします。
学びの道筋ですけれども、大きくいいま

ICU の今のカリキュラムの特徴は、高い
自由度があるということです。まず 1 つは、

すとこのようになっております。ICU は 4

入学時点でどのような分野に進むかという

月入学と 9 月入学があるのですが、9 月に

のをまったく決めなくていいということに

は主に海外で教育を受けた学生たちが百数

なっておりますので、そこから自由に選ぶ

十名入ってきますけれども、大半の学生は 4

ことができます。たとえば高校で文系にい

月の入ってきますのでそれを基準にお話し

た学生でも、希望すれば理系のメジャーの

したいと思います。

選択をすることができるわけです。ですか

入学しますとまず、英語教育プログラム

らそういう制約が一切ないということです。

というのがありまして、これを全員 1 年次

それから、メジャーの選び方ですけれども、

に受けます。これがかなりの単位数をしめ

一つの専門分野を選ぶというやり方もあり

ていまして、ICU は 3 学期制ですが毎学期、

ますし、重点を変えてメジャーとマイナー

この英語のクラス以外にとれるのは、保健

という専攻・副専攻とする方法もあります。

体育科目＋もう 1、2 科目くらいです。そう

それから 2 つ同じような力点を置いて選択

いうかたちで 1 年次はほとんど英語に集中

をするというダブルメジャーという方法も

するというようなカリキュラムになってい

とれることになっています。選択科目の単

ます。毎学期 1 科目かあるいは 2 科目とれ

位数が 41 単位ありまして、ICU は 1 科目

るこの枠の中で、基礎科目といわれる、た

3 単位という標準になっていますので、そ

とえば心理学ですと心理学の入門の科目で

れを基準に考えるとだいたい 14 科目、メ

ある概論をとったりして、まず専門の学び

ジャーを決めたとしても自由にとることが

を体験していく。それからもう 1 つ、一般

できるようになっています。そういうよう

教育科目というのがあるのですがそれも 1

な本科の自由度に加えて、交換留学ですと

年次からとることができます。そのような

かサービスラーニングですとか、そういう

ことを通して、自分が専門的に学びたいも

ような学習の機会もあり、様々な学習のパ

のを考えていき、2 年生の終わりにメジャー

ターンをとることができるという意味で高

選択をします。さらにその後、そのメジャー

い自由度があるといえます。

で学びを深めていき、専攻科目であるとか

とはいえ一方で、2 年次の終わりに好きな

選択科目を履修しながら、最後 4 年時に卒

ものを決めて宣言すればいいというわけで
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はなくて、いくつか要件があります。1 番大

識しているのは「自発的学習者」を育てる

きなものが履修要件です、メジャー選択を

という考え方です。アカデミック・プラン

するそれまでに○○という科目を履修して

ニングという考え方も自発的に学習者であ

いること、と要件がついているメジャーが

る学生たちが自ら考え、自発的に計画を立

多いです。それを満たしていないと、たと

てそれを実行していくということを目標に

えば心理学ですと「現代心理学入門」「心理

しております。学生に求められることは、

測定と評価」プラスもう 1 科目、という条

メジャーについての情報をしっかりと把握

件がついていますのでそれをとっていない

するということ。それから自由度が高いの

と 2 年時の時に心理学は選択できないとい

で何でもかんでもつまみ食い的に履修して

うことになります。それから、すべてのメ

しまうということもあり得るのですが、そ

ジャーではないのですが GPA の基準を設け

うではなくてある 1 本筋の通った学びにな

ているところもあります。ですので、こう

るようにということを目指しています。専

いう基準を満たすように 2 年時の終わりま

門分野によってはカリキュラムが積み上げ

でに履修を進めないといけないことになり

の構造になっている分野もあります、特に

ます。なので当然計画性がもとめられます。

自然科学系ですね、そういう分野では積み

ということで我々はこれをアカデミック・

上げ式の科目履修をきちんとしていくとい

プランニングと呼んでいるわけです。

うのも大切なプランニングの 1 要素になり

アカデミック・プランニングとは何かと

ます。そして最後、自分で納得する。それ

いいますと、大学で何をどういうふうに学

から卒業要件はちゃんと満たして卒業でき

ぶのか、大学を出たらどういう道に進むか

る、というようなことですね。

ということについて自分で意思決定をして、

次に具体的なアドバイジングの体制です

計画していくこと。それから、ただ単に先

けれども、大きく 3 つの柱があります。1

入観とか思い込みにとらわれずに、ちゃん

つは教員がおこなうアカデミックアドバイ

と情報収集をしてそれをもとに判断する、

ザー。我々教員は 1 人 1 人アカデミックア

それからは自分自身で学びを作っていく。

ドバイザーとしてだいたい 30 人の学生た

さらに、当然学びを進めていく中で興味が

ちを受け持っています。次がメジャーアド

かわっていくこともあるので、そこを修正

バイザー。これも教員がなるのですが、各

していくと、そういうことももちろんプラ

メジャーごとに 1 名〜複数名、メジャーア

ンニングの中に入っております。

ドバイザーという教員を指定しまして、そ

これは目標ですけれども、我々 ICU で意

•

高い自由度：

• 学生の主体的アカデミック・プランニング：

• ２年次の終わりまでにメジャーを決定する

• ICUのリベラルアーツ教育の理念に沿い、柔軟なカリキュラムによって
学生が自発的学修者（intentional learner）として主体的に自らの学修
を進める

• メジャー、メジャー／マイナー、ダブル・メジャー
• 多様な学修の機会：

• 学生の学修責任・期待されること：

• 各分野の様々な科目、交換留学、サービス・ラーニング）、資格
（教員免許、学芸員資格）など
•

のメジャーについて何か質問などがあれば、

• 必要なメジャー情報（分野の内容、選択要件、開講科目、教員リスト
など）を充分把握する

多くのメジャーには選択要件がある

• 「つまみ食い」的履修に陥らず、有機的な履修をする

• メジャー選択までに履修すべき科目

• 専門分野の積み上げ科目がちゃんと履修できる

• 毎学期要件科目が開講されるわけではない

• メジャー選択要件科目と英語必修科目などその他の要件を満たす

• それらの科目の平均成績（GPA）

• 本人が納得するメジャー選択をする

学生の主体的なアカデミック・プランニング
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アカデミック・プランニング・センター
•

アカデミック・
アドヴァイザー
（教員）

学生のアカデミック・プランニングを支援する組織
•
•

•

職員が教育に関わる

•

学生が来やすい環境づくり

•

ハンドブック、ウェブサイトによる学修情報提供

•

メジャー説明会、セミナー等の企画運営、協力

•

学生の個別相談対応：一人当たり平均相談時間30分

•

アカデミックプランニング・
センター

学生

学生アドヴァイザー
（IBS）

センター長（教員1名）、専任職員2名
学生アドバイザー（２年生〜４年生各６名）

（アドヴァイジング＝教育活動）

メジャー・アドヴァイザー
（教員）

この先生のところに行くと対応してもらえ

しましたが、これは特にこういう仕事があ

るよ、という窓口的な存在のアドバイザー

るということではなくて、学生たちが来た

です。それから 3 つ目がアカデミック・プ

ら祖手に対応するというそういう存在です

ランニングセンターでして、こちらは私が

ね。これが 4 年前に創設されたアカデミック・

センター長ですが、教員 1 人がセンター長で、

プランニングセンターです。これが我々の

あと 2 名の専任スタッフと臨時職員がおり

オフィスで、相談の様子とかこんな感じで

ます。それから学生のアドバイザー、ピア

やっています。大きな特徴としては、いわ

アドバイザーを各学年 2 年生〜 4 年生 6 名

ゆる事務職員といわれる職員ですけれども、

ずつですので 3×6 で 18 名、実際にはちょっ

かなり教育的なところに踏み込んでアドバ

と留学にいったりして出入りがあるのです

イジングするというかたちで、職員が教育

が、それくらいの人数の学生たちがアドバ

に深く関わっているということです。それ

イジングに関わっています。

から学生が来やすい環境づくりです。多く

もうすこし詳しくお話し致しますと、ア

の大学では、窓口かカウンター越しに対応

カデミックアドバイザーの主な仕事は、学

というのが多いと思うんですが、ICU では

生の履修状況を毎学期の頭にある科目登録

教務課なんかではそうなっているんですが、

日に 1 人ずつ会って、前学期の状況どうだっ

そういうのをやめまして、学生が来て話し

たか、今学期どういう科目を履修するのか

やすい雰囲気を作ろうとしています。それ

などについて話をして、サインをするとい

から情報提供です。ハンドブックやウェブ

うことをやります。それが、毎学期の成績

サイトを通して情報を提供したり、メジャー

モニター、履修計画の個別指導、科目履修

の説明会、セミナー等を企画したりしてい

登録の承認というところになります。それ

ます。日常的には個別相談に対応しており

から随時、どういう時でも何か相談したい

ます。1 人だいたい 30 分くらいかけてやっ

ことがあれば、アカデミック・アドバイザー

ています。これが学生のアドバイザーの活

に行けばとにかく対応してもらえることに

動で、左の上のが同じオフィスで学生が学

なっております。実は教員のアドバイザー

生の相談に応じています。こちらは同じ状

というのは創立当初からずっとあったので

況ですけれども複数のアドバイザーがいま

60 年くらいやってたのですけれども、メ

す。左の下写真は、4 月の頭に新入生対象に

ジャーアドバイザーとアカデミック・プラ

大学の中庭で開いた相談会の様子です。右

ンニングセンターは 4 年前にできました。

の下のは学生アドバイザーのトレーニング

メジャーアドバイザーについては先ほど申

です。こういうトレーニングも定期的にお
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こなって学生たちのアドバイジングのスキ

学前には、3 つのうち 1 つに国際関係学が

ルを磨いています。

入っているんですね。でも 1 年生の終わり

ここから少しデータをお見せしていきた

にはそれが落ちていて、歴史が入ってきま

いと思うんですが。2008 年度から始まり

した。そして最終的には彼は歴史をメジャー

まして、最初はメジャー制度の学生という

選択し、フランス革命時の文書による革命

のは 1 学年しかいなかったわけです。当然

活動をテーマにした卒論を執筆して今度卒

訪問人数は少なかったんですけれども、そ

業していきます。こんな感じでいろいろ推

れからだんだんのびてきて、だいたい今は

移していくわけですね。

200 件〜 300 件くらいの相談を受けていま

学生の側からみると自分のプランニング

す。次に学生のメジャー選択の動向なんで

というのが進んでいくと、その中にアドバ

す け れ ど も、 だ い た い 2008 年、2009 年、

イジングの要素というのが入ってくるわけ

2010 年、あまり大きな変化はありません。

です。これがメジャー選択についての満足

パターンはこちらなのですが、どういうパ

度について聞いたデータです。これはすべ

ターンかといいますと、入学直前に「どう

て 2008 年度に入学したこの 3 月に卒業す

いうメジャーに興味がありますか」と入学

る学生たちです。みますと、1 番大きな山が

してくる学生たちに聞くと、2008 年の場合

80 点くらいのところに来ていて、満足点と

は 25％、4 人に一人は国際関係学に興味が

しては高いんですけれども、当然左側にス

ある。ICU という名前が国際というや、英

キューしていましてあまり満足していない

語教育に力を入れているということから、

学生ももちろんいる。そういうのはどうい

国連で働きたいとかですね、そういう国際

うところからくるかというと、やはりどう

的なことがやりたいという興味を持った学

いう内容、分野を選択できたかというとこ

生が非常に多いです。
それが 2 年後のメジャー選択になると大

メジャー変更予定別満足度平均値

きく様変わりして、実際に国際関係学をメ
ジャー選択する学生は 5％くらいに落ちるわ
けです。入学してから 2 年の間に学んでい
くうちに当初いた 25％の学生たちの中で、
実際に国際関係学を選ぶというのは 5％くら
いにかわっていくということですね。たと

�

�

100

100

80

80

60

60

40

満足度
40

20
0

満足度

20

予定あり

予定なし

不明

F(2, 629) = 145.95, p < .0001

0

予定あり

予定なし

不明

F(2, 629) = 1.43, p > .2

えば、今年卒業する A 君ですが、やはり入
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ろが大きいことがわかると思います。
それはどういうことかというと右側のオ
レンジのバーというのは、シングルメジャー
にするかダブルメジャーにするか、メジャー
マイナーにするかという観点でメジャー変
更を考えているか、つまり 2 年時で選んだ
時点で既にメジャー変更を考えているかと
いう質問に対して、「変更あり・なし・わか
らない」というので答えているんですけれ
ども、右側のシングルメジャーにするかダ
ブルメジャーにするかというところで迷っ
ている、あるいは変更するかもしれないと
いう学生は、満足度が変更しないという学
生とかわらないんです。けれども、たとえ
ば心理学から経済にするだとか、文学から
哲学にするだとか、そういうところで変更
したいと思っている学生は、満足度が低い
んです。つまり、自分が選んだ心理学なり
経済学なり物理学というのに対して、あま
り満足できていないということになるわけ
です。ですので、どの分野を選ぶかという
のはやはり非常に重要であるといえるわけ
です。
実際、どれぐらいの学生が 2 年次修了時
のメジャー選択に対してどれくらい満足し
ているのか、あるいはどれくらいこれで落
ち着いているのかというと、実はあまり落
ち着いていなくてですね、変更予定なしと
いうのが 40％くらいで、60％の学生はわか
らないかむしろまた変えたいということで
す。この辺のところにも我々のメジャー制
度が抱えている今後の課題があるんじゃな
いかと思います。つまり、2 年次で選択す
るということにどれだけの意味があるのか、
あるいはどれだけそこで学生たちがアカデ
ミックな意味での進路を決められるのかと
いうところですね。この図は、メジャー変
更予定者がどういう点について不安がある
のか、不安があるからどうして変更したいっ
ていう気持ちになっているのかです。細か
12

いので詳しくはお話ししませんが、多いの
はやはり興味がいろいろあって決められな
いとか、将来とどういうふうにつながるか
わからないというのが多いですね。
お手元の資料にはないと思うのですが、
最新の最終的にどういうメジャー選択分布
になったかという結果です。一応多い順に
並べました。全部記号になっているのでみ
てもおわかりにならないと思いますけれど
も、だいたい 4 つのグループに分けられる
と思うんですね、メジャーが。1 つはかなり
選択者が多かったところ、メディア・文化・
コミュニケーションと社会学です。次が 20
〜 30 人くらいのところで経済とか歴史、心
理学、あるいはビジネス。それから 10 〜
20 人くらいのところで、それには言語学系
とか国際関係学、それから理系の方では生
物学、社会関係では政治学。あと面白いの
は哲学が割と多いんですね、ICU は。それ
以外に 10 名に満たないくらいのメジャー選
択者がいるメジャーというのがあって、こ
んな感じになっています。
アドバイジングのポイントとしては、こ
ういうようなことが考えられるんじゃない
かと思います。まず、メジャー選択前に学
生にどれくらい目的意識あるいは目標、興
味の方向性というのをもたせることができ
るか、この辺のところがアドバイジングの
ポイントになると思います。つまり、まだ
メジャーを選択していないので何をしたい
のかが明確にならないと、当然メジャー選

択につながらないわけですね。我々アカデ
メジャー変更の可能性

ミック・プランニングセンターでの相談と
いうのも 30 分かけるというのは、そのよう
な目的、目標、興味の意識化を促すという
部分が大きいからです。ただ単に「あなた
何したいの？」「これしたい」「じゃあこう
いうふうにやったらいいわよね」というの

メジャーを変更
予定

不明
19
(3.0%)

81 (12.8%)
メジャーと方式を
変更予定

変更予定なし
62 (9.8%)

メジャー方式を変更
予定

NO NO No Change

258
(40.8%)

NO YES Type Change Only

YES YES Maor/Type Change
YES NO Major Change Only
NotSure NotSure Uncertain

212 (33.5%)

ではなくて、なぜそうしたいのか、それを
やって将来どんなことをやりたいと考えて
いるのか、そういうことを多角的にいろい
ろ話をしながら、本人に「ああ、自分はこ
ういうことに興味があってこういうことが
やりたいんだ」ということを自覚させてい
うようなことを意識して相談に望んでおり
ます。
次が、専門分野の内容を把握させること。
これは概論のクラスを 1 つ 2 つとったから
といってその専門的な内容について知ると
いうのはできないのですが、少なくとも高
校生が大学に入る前に単に○○学をやろう
イメージするよりは、やはり深い理解がで
きるわけです。そういうのだけでなく授業
に限らず自分で本を読むとか、いろんな方
法で自分が興味をもてる分野というのを学
んでいく機会というのは色々あるわけなの
で、そういうようなことを奨励していく。
たとえば典型的には国際関係学なんですけ
れども、国際関係学というのはどういう分
野なのかということを学生たちに学ばせて
いくというのがポイントです。それをする
ためには、いくつかの分野について探索を
することを奨励しています。先ほどお話し
た一般教育科目にこういう科目があります
とか、基礎科目を履修することを勧めてい
ます。
それから、次に興味のあるメジャーにつ
いては、選択要件、カリキュラムをしっか
りと理解して、それに沿って選択要件が満
たせるように履修をしていく。当初候補の
メジャーが 2 つとか 3 つとかあればちゃん

とそれを頭に入れた上で、履修計画をして
考える。それからメジャー選択と進路の関
係。これは ICU の場合は教養学部というこ
とで、産業界などから卒業生に求められる
人材は、必ずしも○○学ということとは直
結しない傾向があります。そういうことも
話をしながら、それほどこういう職業につ
くためにはこれをしなければならないよと
いうこととは違いますよみたいな話をして
います。それから、履修科目のコンフリク
トというのが起きるんですね、つまりこれ
をとりたいんだけど英語の必修が入ってい
てとれないだとか、そういうのがあらかじ
めわかれば次の学期あるいは次の年度まで
見越して、履修したい科目がとれるように
するとか、どうしてもそれができない場合
は次善策を考えるとか、そういうことも我々
プランニングセンターでいろいろやってお
ります。これがメジャー選択前のアドバイ
ジングのポイントです。
メジャー選択後としては、まず 1 つは、
先ほどお話しましたように、メジャー変更
を希望する学生がいます。自分は○○をメ
ジャー選択したけれど変えたい、興味がか
わっちゃったとか。そういう学生に対して
の対応です。これは必ずしもじゃあ○○し
たら変えられますよという話ではなくて、
なぜ変更したいのか、ということから始め
て、じっくり話を聞いて、どういうオプショ
ンがあるのかを含めていろいろ相談します。
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それからそんなに数は多くはないのですが、

れども、このアドバイジングの質です。1 つ

卒業研究に向けてフォーカスをしていくこ

は、先ほどはじめの方に申しましたが 1 人

と。これは私がディレクターをしているプ

の教員に対して 30 人学生をもっているわけ

ランニングセンターというよりはむしろ、

ですが、一人一人の学生になかなか十分な

それぞれメジャーの教員の仕事ということ

時間が取れないという問題があります。そ

になりますが、アドバイジングのポイント

れからアドバイジングに対する理解とかス

のひとつになるかと思います。

キルというのも、160 名も教員がおります

最後に今後の課題です。まずメジャー制

とやはり温度差が出てきてしまいます。そ

カリキュラムの持つ課題としては、とにか

れをどのくらいの質を担保していくのかこ

くメジャーの数が 32 もあって目移りしちゃ

れは大きな課題になっていると思います。

う、という学生が多いです。ICU にくる学

それからよくいわれるのは学生の興味と

生はいろんなものに興味を持っている学生

我々の専門分野とのマッチングの問題です。

が多いので、あれもやりたいこれもやりた

たとえば学生が来た時に学生が興味を持っ

いと言います。なので、選択肢が多すぎて

ている分野と自分の専門分野が近ければ自

も大変かなと思います。もう 1 つは、メジャー

然と話が弾むんですが、全然離れていると

選択後も選択の幅があるのです。1 つはメ

なかなかお互いに話が弾まないということ

ジャー変更ができる、これは 1 回だけなん

もあります。最後に支援の必要性の高い学

ですけれども、変更の機会があるのでやっ

生への対応ですね。たとえば 3 年時で ICU

ぱり変えようかなといつまでもうじうじ考

に入ってくる学生（編入生）は 4 年で卒業

えてしまうということもなきにしもあらず

しようと思えば、残り 2 年の中で英語教育

です。それから選択科目が 41 単位あると申

プログラムをこなし、同時にメジャー選択

しましたけれども、つまりこれは自分がメ

をして、卒論を念頭においた履修計画を立

ジャー選択した以外の様々な科目がそれだ

てていかないといけない、非常に忙しいス

け履修できるということで、選択科目をとっ

ケジュールになっていて、これをきちんと

ているうちにそちらの方へ重点が行ってし

やっていくのはなかなか大変です。こうい

まうとか、そういうこともあるわけです。

う学生へのアドバイジングというのは特に

それからメジャー選択と卒業研究の関係で

必要であろうと思います。もう 1 つは成績

す。これもなかなか微妙でして、心理学の

不良になる学生というのがいるわけで、そ

場合はそれほど大きく心理学から出ること

ういう学生は履修計画が大体ぼろぼろに

はないのですが、社会科学系はいろんなと

なっていますので、そういう学生たちの履

ころでつながっていますから、政治学がメ

修計画をちゃんとみて、卒業できるような

ジャーなんだけれどもどちらかというと内

履修計画をアドバイスしていくというよう

容としては経済学であるとか国際関係であ

なことも課題であろうと思います。特にそ

るとか言うような形になっていて、自分の

ういうのをしっかりやれるような制度的な

メジャーとして例えば政治学でよかったの

担保というのが必要じゃないかなと思いま

かという言葉をときどき学生の口から出て

す。

きたのを聞いたりします。
それから、先ほど触れましたように、ア
ドバイジングの観点から。教員アドバイザー
というのが 60 年くらい続いているんですけ
14

少し長くなってしまいましたが、以上で
終わらせていただきたいと思います。あり
がとうございました。

奈良女子大学における学習支援の
課題と展望
奈良女子大学

石田

佐原康夫教授

続きまして、奈良女子大学、佐原

康夫先生にお話しをいただきます。演題は
『奈良女子大学における学習支援の課題と展
望』です。
佐原

はじめまして、奈良女子大学の佐

原と申します。奈良女子大学における学習
支援、お茶の水大さんの方では「修める」
方の学修支援といっておりますけれども、
奈良女ではラーニング全般ということで「学
習」を使っております。今年度学習支援室
という全学組織を立ち上げまして、全学の
学生だけでなく教職員全員も含めて調査活
動を行い、そこから何が必要かということ
をまずは探してみようとスタートしたとこ
ろです。
学習支援室の「室」という名前ですが、
部屋はなくて単なる組織名です。学習支援
室では「正課の内外におよぶ学習支援」を
任務として掲げております。これは当然カ
リキュラムに入っているものもあれば入っ
ていないものもあり、単位の有無にかかわ
らず広義の学習支援を行うため、定義をあ
えて広めにとってあります。
組織としては、副学長をトップにして、

各部局の教務組織、それから学習支援に直
接携わる附属組織として附属図書館や国際
交流センター、総合情報処理センターなど
を含め、さらに特に心理相談を担当する学
生相談室とも連携を図るなど、多様なメン
バーを集めております。大学の組織論の側
面からも、学習支援という実践的課題への
取り組みを通じて、教育と FD を連携させた
PDCA をやっていこうという目標を持って
います。
基本的な考え方として、学習支援には 2
つの側面があるだろうと思います。まずセー
フティネットの側面。学生は誰でも、どこ
で「こける」かわからない。その一方でチャ
レンジと成長を促すという側面も当然ある
わけですね。こちらはどこで「化ける」か
わからない。関西風の駄洒落で恐縮ですが、
この 2 つの側面を合わせて、勉強ができる
ようになる、単位がとれるというだけでは
なくて、広い意味での自立支援という観点
がバックボーンになるんではないかと考え
ております。
さて、奈良女でも従来から学習支援は行
われてきました。しかし実に窓口が多様で、
どこかの窓口に一本化できるわけではあり
ません。また非常勤の先生も含めて授業担
当者すべてが、学習支援にも関わるわけで
すから、学内みんながやっていることにな
ります。あちこちで今までやってきている
ことがたくさんある中で、それがちゃんと
できているんだろうか。つまり「やってい
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るつもり」と「ちゃんとできている」とい
うのは違いますので、そこを調べたい。と

中から 2 つ選んでもらいました。ご覧のと

いうのが今回の調査の目標でした。

おり「友だち」が半数くらい、そのまた半
分くらいの割合で「先輩」があがっています。

以下、今年度の調査結果をご紹介します。

大学院生・学部生ともに、ざっと 7 割の人

対象は学部と博士前期課程の学生全員。学

がまず相談をするといったら友だちか先輩、

部生が 2100 名くらい、博士前期課程 500

だいぶ比率が下がって、
「教員」や「事務の人」

名ほどおります。教員が約 200、後は窓口

が入ってきます。「その他」の中で、記入か

担当の職員、これは数が少ないんですけれ

ら判明する内訳をみますと、4 割以上が家

ども、これらの人たちを対象として調査を

族をあげています。それからカウンセラー。

しました。

これは学内のカウンセラーやアドバイザー

目的は「学習関係で困ったことはなんで

だけではなくて、かかりつけのお医者さん

すか」ということを聞いて、選択肢を選ば

のような人も含まれます。さらに、自力で

せるのでなく、自分で書いてもらって実例

解決する、相談する習慣はないと答える人

収集をすることです。学生アンケートは後

もあります。こういう学生も結構いるんじゃ

期のガイダンスの際に行いました。本学で

ないかと考えた方がよさそうです。

はガイダンスの際に一人ひとりに成績表を

次に、何について相談するかです。「学習

渡しており、当然全員が出てきますので、

を中心に困ることは何ですか」という設問

その機会にアンケートをやらせていただき

で複数選択で回答してもらいました。選択

ました。その場で回収できるように、せい

肢は、まず科目の中身として授業内容、次

ぜい 5 分で記入提出できるような簡単なア

いで履修関係（科目の履修や単位取得）で

ンケートにしました。他に教職員アンケー

すが、これは卒業要件に入る科目と、教職

トは夏休み中にやっておきました。回収率

や資格科目のようなプラス α の科目との 2

は狙った以上に良くて、学部生（文学部・

つに分けました。それから進路関係。留学・

理学部・生活環境学部）の約 6 割、大学院

就職・進学全部を含めて進路と考えます。

生は 4 割、教職員のほうはちょっと少なかっ

最後にその他、これは生活の悩みなどなど

たです。これだけのデータが集まってみま

です。結果を見ますと、学部生と大学院生

すと、実例収集だけではもったいないとい

で差が出ています。学部生では履修関係、

うことで、いろいろ数字も出してみました。

科目の内容も含めて、半分以上が勉強関係

1 問目、「困った時に相談する相手は誰で

のことが気になっているようです。これに

すか」という設問です。これは複数選択で、

対して大学院生の方は、勉強関係のことよ

友人、先輩、教員、事務の人、その他、の

りも、進路などの方がずっと気になってい

16

ることがわかります。
大学院生の場合、現状では M1 の秋ぐら
いにはもう就活になってしまう。我々が大
学院にいった頃とはまったく時代状況が違

う分類も加えています。これは学習支援室
のメンバーの仕事に合わせてマークしてみ
たという意味もあります。
それをまとめてみますと、学部生の場合、

いますから、そのあたり大学院生について

一番困るのはやっぱり学習ですね。各科目

は学生生活全体に及ぶ問題として考えてい

の中身、勉強の仕方といった内容で、約 4

かなければなりません。

割があげています。

さて、学部生をを学年別に分けてみます

具体的に中身を見てみますと、レポート

と、科目の内容、つまり授業についていけ

の書き方というのが各学年ともずいぶん出

るかどうかという心配が、学年進行に沿っ

てきます。大学に入ってからずっと苦労し

て減り加減になっているのがわかります。

ている学生がずいぶんいるわけですね。そ

だんだん勉強に慣れて、苦労しなくなって

れから履修の仕方です。これもたいへん困っ

いくようにみえます。次に履修関係のこと。

たことがある、ということでしょう。この

これは 1 年次のときに一番大きく、だんだ

傾向は、比率は多少違いますけれども、大

ん減っていきますが、なくなるわけではあ

学院生にも共通しています。ただ大学院生

りません。単位が取れるかとか、資格が取

の場合には、さきほど述べましたように、

れるだろうかということは、学年を問わず

進路の方を遥かに気にしているということ

気になることではあります。そして進路関

になります。

係ですね。これは 2 年次から増えて、3 年

次に学部生について、学部別・学年別に

次になると相当なウエイトを占めることが

みていきます。文学部・理学部・生活環境

わかります。4 年次も当然多いのですが、数

学部の学部ごとに分けてみると、ちょっと

字上は 4 年次の方が少し減っています。こ

傾向の違いが出てきます。特に違いの大き

れは調査のタイミングも影響しているかも

いのが、学習に関することです。文学部で

しれません。9 月の終わりというと、内定が

は全体の傾向とさほど違いはないのですが、

出て就活が終わっている学生もいる分、違

理学部では半数以上の人が勉強の内容で

いが出た可能性があります。

困ったと言っています。生活環境学部の場

２問めは記述式で「入学以来いちばん困っ

合はその中間くらいになっています。学生

たことは何ですか」という設問です。当然 1

が授業についていけないとか理解できない

人 1 人回答が違いますが、これをあえて分

とかで苦労する割合は、理系の方が遥かに

類してみました。１問目と同様に履修や学

多いことがわかります。

習、教職・進路、それから留学や図書とい

さらにこれを学年別にわけてみます。1 年
17
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次の場合どの学部でも、勉強の仕方がよく

ついては、教員にはなかなか具体的に聞こ

わからないということが圧倒的に多く出て

えてきませんが、我々の気のつかないとこ

います。それが学年が進むにつれてちょっ

ろに実は非常に大事なセーフティネットが

と落ち着いていく。理学部の場合にはそれ

あったということになります。教員や事務

がなかなか減っていかないということがわ

に持ってこられる話は、その第一のネット

か り ま す。 最 初 に 受 け る 概 論 的 な 科 目 で

では間に合わなくなってから出てくるので

ちょっと理解しそびれると、その後もずっ

す。

とあっぷあっぷになってしまう傾向がある

具体的な悩みとして第一に出てくるのは

のかと思います。理系の先生方は、そうい

履修関係のことで、特に 1 年次に集中的に

う学生がたくさんいるということでだいぶ

見られます。その中身としては、時間割を

危惧なさっているようです。

組むのがとても大変だということで、先輩

生活環境学部、これはもとの家政学部で

の時間割のようなものを見せてもらえると

すが、被服や環境、食物の化学成分など工

ありがたい、ということがたくさん出てき

学系の要素もあれば、経済学や法学に関す

ました。そんなことならお易い御用だとい

ることもあるという文理融合的な学部です。

うことで、先輩諸君に協力してもらって履

しかし入試は理系か文系かという受け方し

修に関するピアサポートをこの 4 月から早

かしておりませんので、理系っぽい科目で

速やりたいと思っています。履修関係は本

受けてきた学生は文系的な科目がしんどい

来制度的な問題ですから、履修登録の時期

し、文系で通ってきた学生は理系っぽいこ

など、しかるべきタイミングでやらなけれ

とを突然やらされるのはたいへんだという

ばなりません。

わけで、文学部と理学部の間のような数字
になっているように思います。

次に学習関係です。先ほど述べましたよ
うに、授業が難しくて大変なのは理系の学
生に多いということで、現在理学部で、FD

以上のような学生アンケートから、全般

やカリキュラム設計、さらに入試も含めた

的な傾向と対策をまとめてみます。まず、

検討が始まっています。それから勉強の仕

相談相手として友人・先輩というのが圧倒

方について。初年次教育でレポートの書き

的なウエイトを占めているということ。何

方も必ず指導されているのですが、学生は

についてであれ、まずは友だちや先輩に相

やっぱりそこで苦労しています。ちょっと

談するということで、学生にとって万能の

残念ですが、一通り教えただけでは身につ

相談相手ですね。これが第一のセーフティ

かないのですね。この辺についても、先輩

ネットとして機能しています。その部分に

からのアドバイスのほうが教員の説教より

18

有効だろうということで、スチューデント・

すが、一番困ったことは何ですかと聞きま

アシスタントの制度を設けたり、編入学生

すと、あまり出てこないのですね。学部生

にチューターをつけたりしていく予定です。

は 2 年次くらいから進路の問題について悩

初年次教育の中身についても反省が必要で、

み始めますが、心細いという程度のことで、

学年が上がっても継続的なスキルアップが

まだ実際に困ってはいません。学生の記述

必要だという自覚的学習目標を、学生にちゃ

から見ていきますと、結局就活と呼ばれる

んと持たせないといけないと考えています。

もののプレッシャーが先行してしまってい

さらに、ついていけない、やる気になら

るように思われます。自分の希望や適性は

ないという学生もいます。そのあたりは、

何かを考えるより先に、あと 1 年経ったら

健康全体を扱う保健管理センター、心理相

就活だというプレッシャーがかかってしま

談を主とする学生相談室が連携してカバー

う。その辺が大きいのではないかと思いま

しています。それら専門家の仕事と、我々

す。

が教室でやっているような日常的な指導や

このような「漠然とした不安」は、アンケー

相談をどう連携させていくのかも、大きな

トの最後に書いてもらった大学への要望に

問題です。現在副学長のもとに、メンタル

も見られます。「就職の面倒をもっと見てほ

ヘルスを中心としたプロジェクトチームを

しい」といった、およそ具体性のない要望

作りまして、どんなシステムにしていくか

がたくさん出てきます。もちろん大学が何

が検討されています。

もしていないわけではなくて、キャリア教

次に進路についてです。これについては

育の授業にも力を入れておりますし、いざ

ちょっと不思議なデータが出ています。と

就活準備となればいろんな講座もあるので

いうのは、複数選択であげてくださいとい

すが、そのリストを見てもピンとこないま

うと進路が大きな問題として出てくるので

まに、なんとなく心配している。困ってい
ることを聞かれても、実はどう困ったらい
いかがわからないという可能性があります。
そこが進路に関わる問題、またキャリア教
育の問題として難しいところです。
資格取得に関する悩みもこれと関連しま
す。カリキュラムがやっかいで、時間割を
組むのも大変ですから、早くから履修計画
が必要ですが、意外に上の学年まで、資格
を取るか取らないかで迷い続ける傾向があ
19
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ります。実際、教育実習をスポイルして実
施校からお叱りを受けるということもあり
ます。このような事例を、従来私たちは本
人の意欲の問題として考えていたのですが、
それ以前の問題として、いつまでも迷って
いる学生がいるということも意識した方が
良さそうです。
そこから進路関係の悩みについての傾向
と対策です。まず、就業力 GP の予算で増員
したキャリアアドバイザーの協力も得なが
ら、直接就活で悩んでいる学生だけでなく、
まだ悩むところまでいってない学生をどう
刺激するか、そのために今後どういう手段
があるかを考えたいと思います。また奈良
女のウリであるキャリア教育においても、2
年次あたり、つまり「もやっと心配してい
る人たち」ですね、これを対象とした科目
を既に何年もやってきたのですが、最近学
生のノリが悪く、履修者数も低下傾向にあ
ります。2 年次の学生に重点的な働きかけが
できるように、授業にも手を入れていきた
いところです。さらに、「就業力カルテ」と
いう名前で、進路のポートフォリオをやろ
うとしています。これは予算の都合で 24 年
度は試行段階ですが、ひとりひとりの学生
が、自分に何ができるか、何をしたいかを
考えていくツールとしていきたいと思いま
す。
さて、次に教職員のアンケートです。日
常的にどんな相談を受けていますかという
設問で、複数選択で答えてもらっています。
選択肢はわざと学生と同じものを使ってい
ますが、多少パーセンテージは違っていて
も、あがるものは同じです。ある種の悩み
に教員がまったく関わらないということは
ないようです。
先ほど述べたように、教員が受け付ける
相談は、友達や先輩といった第一のセーフ
ティネットからこぼれ落ちてきた事柄にな
20

ります。それだけ緊急性が高い、あるいは
切羽詰まっていることを意味します。学生
からそのような相談を受けた時には、どう
答えたら良いか教員自身が困ってしまうこ
とが起こりがちです。そういうときに誰に
相談するかを聞いてみたところ、同僚の教
員に相談するのが半数ぐらい、事務職員に
相談するという人が 3 割くらい、合わせて
8 割くらいですね。そこでなんとかしていて、
学内の専門家、カウンセラーなどに相談す
る人はきわめて少ないということがわかり
ます。その他として、前任校の知りあいとか、
学会つながりで他大学の人とか、そういう
つながりで解決していることもあるようで
す。同僚や事務職員というのは、学生で言
えば友だちや先輩にあたるような役割を果
たしているとも言えそうです。
しかし問題は、教員が身近な相手に相談
しても解決しない場合、一人で抱え込んで
しまうことです。例えば、専門家の心理カ
ウンセリングが必要だと思われる場合や、
法的な助言が必要だと思われる場合、素人
考えではらちがあかないけれども、かといっ
て誰に聞けばよいかもわからないといった

事態はリスキーです。そうした場合に、教

網ですから、たるみがないとうまく受け止

員の判断で利用できるホットラインのよう

められません。ぴんぴんに張った網では破

なものも構想していく必要があるでしょう。

れるか、はね飛ばしてしまうかのどちらか

一方、窓口担当の事務職員に対しては、

になってしまいます。システムの冗長性を

学生が聞きに来ることで困るのは何かを聞

あえて重んじましょうということを考えて

いてみました。1 点目は、質問・相談内容

います。

のミスマッチ。これは要するに窓口違いで

さて、最初の方で、学習支援にはセーフ

す。２点めは、個別指導の必要性の低いこと。

ティネットとともに、チャレンジと成長を

これは履修案内の冊子などに書いてあるこ

促す側面があり、その両方が揃って自立支

とについて、いちいち世話を焼くのが煩わ

援を形成すると申し上げました。チャレン

しいということです。しかし、特に年度初

ジと成長は、まさにキャリア教育の目指す

めの繁忙期には新入生からの質問などに時

ものでもありますが、さらに学習支援とし

間を取られるのはやむを得ないでしょう。

て拡張していく形も考えられます。また留
学の案内などは、学生に有用な情報をどう

以上、長々とお話ししてきましたが、最

流すかの問題ですので、学内の情報流通に

後に奈良女の学習支援の展望について述べ

ついて、広い範囲の学内調査を来年度やっ

たいと思います。今回のアンケートの分析

てみようと思います。そして学生に対する

は、セーフティネットの再設計に関わって

大事な働きかけとして、わからなかったら

います。そして、相談窓口は相互にカバー

聞く、困ったら相談する、最後は自分で決

しあう方がよいということがだんだんわ

めるということがあげられます。当たり前

かってきました。例えば、心理相談の窓口

といえば当たり前ですが、こういうことは

にレポートの書き方がわからないという相

案外できていないものです。これがきちん

談をしてくる学生が案外いるんですね。こ

と出来たら立派な大人と言ってもよいで

れは単純に窓口違いじゃないかと考えてき

しょう。この働きかけは、新年度さっそく

たのですが、そうも言い切れません。友だ

取りかかりたいと思っています。

ちや先輩に相談できない人が、意図的に、

以上奈良女子大学での調査の実態につい

あるいはやむを得ず選択する窓口があり得

てご報告致しました。ありがとうございま

る。その場合には、窓口違いと言わずに互

した。

いにカバーしましょうということです。要
するに、学生から見て話しやすい相手に話

石田

佐原先生ありがとうございました。

せるのが良いんだと。セーフティネットは
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学修支援システム DUET と
GPA 得点分布公表
同志社大学

石田

圓月勝博教授

3 番目のご発表です。『学修支援シ

ステム DUET と GPA 得点分布公表』と題
しまして、同志社大学の圓月勝博先生にお
話いただきます。圓月先生よろしくお願い
します。

同志社大学では、平成 18 年度に「学修支
援システム DUET と GPA の得点分布公表」
という取組が GP に選定されました。5 年以

このシンポジウムにお呼びいただ

上前の古い取組ですので、いまさらあらた

いてありがとうございました。貴重な機会

めて紹介するのは、少し恥ずかしい気もし

を与えてくださいました耳塚先生、そして、

ます。ただし、自画自賛するわけではない

お世話してくださった半田先生にまずお礼

のですけれども、その後の大学改革のいく

を申し上げたいと思います。

つかの論点を先取りすることはできたかと

圓月

「大学で確かに学び修めていくために」が

自負している面もあります。そのような点

共通テーマで、学修支援とか学士力などが

について、順番に話題提供をさせていただ

キーワードだと理解しています。私にお誘

きます。

いをいただいたのは、同志社大学の学修支

まず、１番目の論点として、教育情報の

援システムが GP に選定されたことが主な

公開性に対する問題意識がありました。日

理由かと考えています。とりわけ GPA の得

本の大学教育においては、とにかくブラッ

点分布公表を全学的に実施しておりますの

クボックスになっている部分が多すぎると

で、GPA 制度研究の第一人者でおられる半

いう現状認識です。この点に関しては、昨

田先生にご関心を持っていただいたのかと

年度、9 項目の教育情報の公表が法令化され

考えております。そこで、半田先生と義本

て、私たちの解決の方向性の正しさが確認

課長の露払いとして、同志社大学の GPA 運

されたと考えています。

用について、事例紹介をさせていただきま

2 番目としては、単位制度の実質化に対
する問題意識がありました。単位制度の実

す。よろしくお願いします。

質化とは、誤解を恐れず簡単に言えば、学
修時間の増加に取り組むことです。OECD
の国際比較の中で、日本の大学生の学修時

1`¦EHę·	

間が少ないということは、統計学的に明ら

HtsĵķĺŉŪŴūųĕŭŰũ\TË

かにされています。来年度公表予定の中教

ŗUkŜţVXÇŭŰæIŘ

審の最新の答申でも、これが最大の課題と

ŜřvÂe>ęéd2
XęJà&ŗH¿êęA#Ř
ŝř'
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されているようです。２年前まで、本務校
でしばらく教務部長を務めておりましたが、

YHę³§ťÆ_vÂ
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授業 15 回問題で苦労しました。しかし、最
2

大の問題は、授業の回数ではなく、学生の

学修時間をトータルで増加させることなの

vÂe>ęËĕHts	

でしょう。学生の視点に立った議論が望ま
れていると認識しています。
３番目としては、成績評価の厳格化に対
する問題意識がありました。先ほど、日本
の大学教育に関しては、ブラックボックス

HtsOÞï<	

の部分が多すぎると申しましたが、その中
でも一番ブラックボックス化されているの
は、成績評価であろうと思います。GPA 得

āÈęFGEHŚ1`¦EH

点分布を全学的に学外にも公表することに

略です。本年度の最大の話題は、大学等の

よって、成績評価というブラックボックス

教育情報の公表です。本年度から、各大学

に向かって、小さな一石を投じることはで

のトップページには、「情報の公開」という

きたと思っています。

項目が出てきて、そこでは指定された 9 項

3

このあたりで、同志社大学の簡単な紹介

目の情報がわかりやすく公表されているこ

をさせていただきます。同志社大学は京都

とになっています。本日のシンポジウムの

にあって、約 25，000 人の学生がいます。

テーマである学修支援の対象領域としては、

国際基督教大学の 10 倍ですね。大規模でも

５番目の項目を中心とした三つの方針に関

小規模でも、大学にはそれぞれ強みや弱み

連する部分でしょう。三つの方針に関わる

があるのですが、同志社大学の課題は、大

部分に関して、情報公表を促進していくこ

規模総合大学のスケールメリットを活かし

とが学修支援の推進の第一歩と考えていま

つつ、大学のアイデンティティを守ってい

す。

くことでしょう。建学の精神は良心教育で、

ここ数年の大学改革は、平成 20 年に公表

教育の理念はキリスト教主義と自由主義と

された学士課程答申を基調として進んでい

国際主義です。簡単に言いますと、自由を

ます。この答申の中では、大学に期待され

重んじる学風で、キリスト教的な意味での

る取り組みとして、たとえば、27 ページに

個人の良心を何よりも大事にする大学です。

「GPA 等の客観的な基準を学内で共有し、教

そこで、良心に恥じないように、できるだ

育の質保証に向けて厳格に適用する」とい

け情報を公表するというのが同志社大学の

うことが明記されています。すべてこの学

改革の最初の一歩でした。

修支援を推進していくというのは教育の質

さらに、同志社大学は、今、グローバル

保証が目的なのであるということが明言し

30 と呼ばれる国際化拠点大学にも選定され

てあります。教育の質保証とは何かという

ています。教育の理念の一つである国際主
義をさらに発展させるために、国際通用性
の向上も大きな課題と考えています。そこ
で、グローバル化の中で、日本の大学には
何が必要かということに関しても、真剣に
考える機会が多くなっています。まず、情
報を積極的に発信していく態度を持つこと
が大事であることは間違いないでしょう。
情報の公表は、現在、大学改革の基本戦

k½ÒĕvÂęàÑŗ'

XęJà&Ř	
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6

と、難しい問題ですが、この部分を精読す

ディプロマポリシーという三つの方針に対

ると、「単位制度の実質化」がその根幹にあ

応すると考えています。

ることがわかります。

「教育環境」というものに注目すると、職

この箇所には、「教員間で成績評価結果の

員の位置づけも明確になってきます。学修

分布等に関する情報を共有し、これ基づく

支援を行うとき、熱心な教員だけが頑張っ

FD を実施し、その後の改善に活かす」とい

ても、限界がありますので、FD と SD の連

う文言があります。同志社の事例を念頭に

携がとても重要になってきます。しかし、

置いて、書いていただいたものと私たちは

職員の方が教育内容や教育方法について教

理解しています。同志社大学の場合、この

員と協働するのは、現実問題としては難し

教育支援システムと FD の推進を連動させる

いものです。しかし、「教育環境」に関して

ことを提案しましたが、その姿勢に合格点

なら、職員が教員と対等な立場で意見交換

をいただいたようです。

をしたりすることも可能です。実際、この

このように、同志社大学では、学修支援

取組を進めるとき、職員の方のお知恵を借

システムと FD の連携を考えながら、取組

りた部分がたくさんあります。それまでは、

を推進しました。FD の定義は、学士課程答

職員の方と教育についてお話をする機会が

申の中でも、含みを持たされています。一

ほとんどなかったのですが、本当に適切な

般には、授業改善を FD と呼びます。学生

お考えをたくさん持っておられることに気

の視点に立って教育内容や教育方法を見直

がつきました。学修支援システムの設計や

すということは、とても大事なことですが、

運営は、教員と職員の二人三脚が必要だと

熱心な教員と熱心でない教員の個人差が固

確信しています。

定するだけで、FD の行き詰まりが指摘され

ちなみに、紹介してくださる際に、司会

ることも少なくありません。そこで、教育

の先生がこの学修支援システムの読み方に

内容と教育方法に「教育環境」という新た

少し戸惑っておられましたが、デュエット

な視点を付け加えることによって、FD をも

と 読 ま せ て い ま す。Doshisha University

う少し組織的な活動にしたいと考えました。

Electronic Tutorial の略称です。教育は教

それを説明した図を作成してみましたので、

員と学生が一緒に作り上げるものという意

ご覧ください。大学の「教育環境」が与え

味とともに、学修支援は教員と職員が二人

る影響によって、学生の変化を測定するカ

三脚で作り上げていくものという意味をこ

レッジインパクト理論を下敷きにしていま

のネーミングに込めています。

す。入口から出口までの流れは、アドミッ
ションポリシーとカリキュラムポリシーと
24

イメージ図をご覧ください。学生と教員、
そして、教員と職員がそれぞれの立場から

学びの共同体を作ることを主眼としていま

vÂ@ęxĕHts	

す。最後に簡単に触れますが、最近、ラー

HĕvÁ4ăHĜę?Ĩ!ĥ	

ニング・コモンズというものが流行してい

H	

v4	

ま す が、 そ の 根 底 に あ る 学 び の 共 同 体 作

vÂe>Ë
'
XęJà&
k½Ò=ę~¥	

りのさきがけと考えていただければ光栄で
す。目的としては、教育情報の公表の推進

vÂ$

と、単位制度の実質化、そして、成績評価

ÅS	

Á4	

DUET

H¿ê
A#	

基準の明示という三つを挙げています。FD
や SD を推進するためには、課題を教職員が
自覚的に共有することが第一歩になります。
そこで、三つの目的を明確に掲げて、組織
的に課題を共有することを考えました。
職員は教員と学生をつなぐ大事な役割を
担っています。私が職員の役割を重視する
理由は、教員の流動性が高くなった現在の
大学においては、大学の政策の継続性を守
るのは職員だからです。これからの大学は、
教育に関しても深い理解を持つアドミニス
トレーターとしての専任職員の存在が不可
欠になると断言してもまちがいではないで
しょう。
また、日本の大学は、教員一人当たりの
学生数および職員一人当たりの学生数が非
常に多いので、教職協働で効率よく学修支
援をしていく必要があります。学士課程答
申の中で、SD の必要性が取り上げられた
理由は、このような問題意識があったから
だと私は理解しています。とりわけ私立大
学は、教員一人当たりの学生数が多いので、
この必要性が非常に大きくなります。私が
学修支援システムを構想した理由は、大規

8

āÈęFGEHŚ1`¦EH

模総合大学のスケールメリットを活かして、
教職一体となった効率性と実効性の高いシ
ステム作りをする必要性を痛感したからで
す。
さて、どのようなものかをイメージして
いただくために、学修支援システム DUET
のシラバス情報の画面をご覧いただきたい
と思います。左側のシラバス情報画面と、
右側の図書検索システムがリンクしていま
す。このような仕組みを作った理由は、教
室内での授業の進行に合わせて、教室外で
少しでもたくさん本を読んでもらいたいと
いう思いがあったからです。私は専門が文
学 研 究 で す の で、 読 書 文 化 あ る い は 書 物
文化には、少しこだわりがあります。それ
で、シラバスに記載された参考文献を学生
がもっと気楽に借り出すことができるよう
な仕掛けがあればいいのに、とずっと思っ
ていました。そのことを職員の方にお話し
ましたら、その程度のことなら簡単にでき
ますよ、と答えが返ってきました。そこで、
このような画面が実現したわけです。
ĵōĿķe>	
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もちろん、このようなシステムを作った
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構成要素として、①知識・理解（認知）、②

のは、私の個人的な趣味を押しつけるため

態度・志向性（情動）、③汎用的技能（適応）、

ではありません。現在の日本の大学の最大

そして、④統合的な学習経験と創造的思考

の問題は、先ほども申し上げたように、学

力の４つの領域における能力が挙げられて

生の学修時間が短いことです。とりわけ、

います。これは心理学で標準的とされてい

教室外学修時間が足りないのです。そこで、

るモデルに準拠しているようですが、最後

その打開策の一つとして、授業と図書館の

の④は卒論や卒業制作などの具体的な学習

連携を強化することを考えました。たとえ

活動を想定しておられるようなので、学力

ば、アメリカの大学では、図書館のリザー

は最初の３つの領域で形成されると考えて

ブコーナーが充実していて、授業に出席す

おきましょう。私たち大学教員は、ともす

るためには、その前に図書館に行って、科

ると学力というものを最初の知識・理解認

目担当者が指定した参考文献を読んでおか

知の領域だけで考えがちです。でも、自分

なければ、授業の内容についていけないと

の人生を振り返ってみると、本当に大事な

いうことになっています。それに反して、

ものは、態度・志向性だったのかもしれな

日本の大学では、図書館に行って、授業の

いと思うことがあります。私のように学問

事前学習を恒常的に行うという習慣が希薄

に関わり続けている人間でも、大学生のと

です。その結果、国際比較をすると、日本

きに学んだ知識の多くは忘れていたり、あ

の大学における教室外学修時間は、顕著に

るいは、今では役に立たなくなった情報に

少なくなっています。このような現状認識

なっていたりするものも少なくありません。

に立って、教室と図書館をつなげるという

もしも、今でも本当に役立っている能力が

ことを学修支援の一つの柱にしたのです。

あるとするならば、学ぶことを楽しいと感

大学教育の改革については、昨今、様々な

じ、新たなことを学び続けることを重要だ

専門的知見も示されていますが、根本にあ

と考える態度と志向性であるような気がし

る問題は、いかにして学生を勉強させるか、

ます。すなわち、学習習慣というものです。

そして、いかにして学生に本当の学力をつ

大学において、若い人に習得していただき

けさせるか、という点に尽きると確信して

たいものは、大学を卒業した後に何十年も

います。

続く長い人生の中で、学び続ける姿勢を持

そこで、本日のもう 1 つのテーマである

ち続けることではないでしょうか。その姿

学士力について、少し考えてみましょう。

勢を持っている人と、持っていない人のあ

つまり、学力とはなにか、という問題のこ

いだでは、人生の豊かさに決定的な差が出

とです。学士課程答申の中では、学士力の

てくると確信しています。
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すると、次には、時代が変わっても通用

す。基準が明確になっていなければ、成績

する汎用的技能とは何か、という問題が出

システム自体を検討しても、あまり意味は

てきます。たとえば、昔はよく鉛筆をナイ

ありません。成績評価基準に関しては、先

フで削っていましたが、その後、鉛筆削り

ほど述べました学力観を踏まえて、①知識・

が当たり前になり、やがて、電動鉛筆削り

理解（認知）、②態度・志向性（情動）
、③

機が登場しました。電動鉛筆削り器は、た

汎用的技能（適応）、④統合的な学習経験と

しかに便利でしたが、シャープペンシルが

創造的思考力という領域を意識ながら、複

普及すると、他には何の役にも立たない無

数の評価項目を挙げていただくように教員

用の長物になりました。しかし、鉛筆を削

にお願いしています。ご紹介しているシラ

ることで習熟したナイフの使い方は、リン

バス原稿書式は、紙ベースの古いものです

ゴの皮を剥いたり、棚の修理をしたりする

が、現在では、WEB で直接入力が可能になっ

ときにも、幅広く役に立ち続けています。

ており、教員の使いやすさも向上させるよ

汎用的技能というものは、ナイフの使い方

うに努めています。できるだけ多くの教員

のように、身体で学習して、持続性と普遍

のご協力と理解をいただかないと、教育改

性の高い基礎能力ではないかと考えていま

革は実を結びませんので、独りよがりにな

す。今後の大学教育においては、時代の動

らないように気をつけています。

向に敏感に目配りするとともに、時代を超

ここでご覧いただいているものが、GPA

えた能力の育成についても、考えていかな

の得点分布公表の画面です。少なくとも現

ければならないと自戒する今日この頃です。

段階では、得点分布の標準モデルをゆるや

以上のような課題を意識しながら、まず、

かに示す程度にとどめて、厳格な数値基準

シラバス整備を進めてきました。特に力を

等は定めていません。まず、教員一人ひと

入れてきた点は、成績評価基準の明確化で

りに自分の成績評価結果を自己点検・評価
していただくことが目的です。また、複数
クラスが設置されている科目については、

k½Òî¢ĕHB"	

極端の分布が出たクラスに関して、科目代
表者や教務主任が担当者と話し合い、正当
な理由がない場合は、授業改善をしてくだ
さるように助言をするケースもあります。
同志社大学の学修支援システムは、基本的
に FD と密接に関連しているとお考えいただ
āÈęFGEHŚ1`¦EH
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いてよろしいでしょう。
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よく聞かれる質問は、学内で抵抗はあり

分の癖や同僚の傾向などもよくわかるので、

ませんでしたか、というものです。言うま

結構おもしろいものなのです。成績評価は、

でもなく、抵抗や反対もありましたが、導

大学教育の中でも最もブラックボックス化

入以前に２年ほど時間をたっぷり使って、

されていた領域ですので、公開性を向上さ

成績評価の重要性に関する多面的な議論を

せて、さまざまな情報を客観的に共有する

していたので、提案をしたときには、比較

ところが改革の妥当な出発点であると確信

的順調に認めていただきました。FD や教育

しています。

改革を推進するためには、構成員がじっく

GPA 得点分布を見た効果として、回答が

り意見交換をして、「説得よりも納得」を目

最も多かったものは、「成績評価基準の明示

指していくのが健全だと個人的には考えて

を心がけている」と「シラバスに忠実な授

います。

業を心がけている」というものでした。こ

もちろん、GPA 得点分布公表を導入した

れがまさに当面の目標でしたので、多くの

後も、私はそのようなものを見ないぞ、と

教員に趣旨を正確にご理解いただけたもの

息巻いている方もおられました。そこで、

と判断しています。教育内容に責任を持ち、

導入から４年経ったとき、教務部長の権限

公平性を保つように組織的に取り組むこと

を行使して、各学部教授会で教員アンケー

が成績評価システムの最大の目的であると

トを実施しました。回収率は 90％近くあっ

考えています。

たので、信頼度はかなり高いと思います。

学生にも GPA 得点分布公表について全学

すると、71％の教員が GPA 得点分布公表を

的アンケートを行いました。おおむね好意

見たことがある、と回答してくださいまし

的な反応でした。とりわけ興味深い点は、
「成

た。見てみると、気がついていなかった自

績評価は信頼できる」と回答した学生と、
「成

1ĘëČĥv4ę¢ŗŝśśţVŘ	

āÈęFGEHŚ1`¦EH
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v4ĘOČĥĭŐĹĶœīŒŀİļ	

低いと考えています。教育というものは、
教える者と学ぶ者の信頼関係ですから、大

ök½Ò=ę~¥

学の中の信頼関係をもっと堅固なものにし

÷\TĘëČĥë_

て、大多数の学生が安心して学修できる学

k½ÒĨÄŁōĹİŅĹİķ&Ċē
ÅSœÒ$ę
OÞĕČĥ	

びの共同体を築くことが必要でしょう。
学びの共同体をさらに充実させるために、
同志社大学におきましては、ラーニング・

āÈęFGEHŚ1`¦EH
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コモンズの設置を計画していることを最後
に報告しておきます。日本の大学において

\TËĨÌďHŗŝśśţVŘ	

最大にして最先端のラーニング・コモンズ
を目指す、という触れ込みになっています
ので、もっと時間を使って、同志社大学の

ŜŞŖ	

宣伝をしようと当初は思っていたのですが、

ţšŖ	

ラーニング・コモンズと言えば、よく調べ
てみると、本日の企画の主催校であるお茶
の水女子大学が平成 18 年に早くも先駆的な
āÈęFGEHŚ1`¦EH

20

k½ÒĘģĥH¿gę2ŗŝśśţVŘ	

ものを完成なさっているので、本家の前で
自慢話をするのは、遠慮しておくのが礼儀
というものでしょう。また、後半の部分で
時間に余裕があれば、半田先生からお茶の

ţŖ	

水女子大学のラーニング・コモンズについ
てもお話をうかがうことができれば幸いで

şŢŖ	

す。
それでは、予定の時間もちょうど尽きた
āÈęFGEHŚ1`¦EH
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績評価を見て学習意欲が向上した」と回答
した学生の間に明らかな相関性があるとい
うことです。肯定的な回答の割合は 50％強
です。この数値が高いかどうかに関しては、

ようですので、このあたりで拙い話を終え
させていただきます。ご清聴ありがとうご
ざいました。
石田

圓月先生ありがとうございました。

評価が分かれると思います。私はまだまだ
29
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多次元的な学士力養成を担う総合的
学修支援事業の成果と今後
半田智久
石田

お茶の水女子大学 教授

ではつぎに「多次元的な学士力養

成を担う総合的学修支援事業の成果と今後」
と題しまして、お茶の水女子大学、半田先
生からお話しいただきます。
かたちで、後発でありますお茶の水女子大
半田

こんにちは。まずはじめに皆様に

の Good Practice ではそれらを一層発展さ

御礼申しあげます。本日は年度末の何かと

せるという役割を担った事業であった、そ

お忙しいなか、北は北海道、南は九州の宮

のように考えております。このことはこの

崎や熊本まで、日本中からここ東京・茗荷

あとにつづくであろう事業にももちろんつ

谷まで、お越くださいまして誠にありがと

ながっていくと思っています。

うございました。

さて、これからお話しする本学の事業の

このシンポジウムは文部科学省の「大学

バックグラウンドとして何があったかとい

教育推進プログラム」、この事業自体は残念

いますと、学生主体の新しい学士課程を創

ながら現在は存続しておりませんが、その

成するという目的がありました。この事業

なくなる最後から 2 番目の時、いまから 3

が始まる前にすでに教養教育にあたる部分

年前に採択をいただきまして、ここまで 3

で 21 世紀型の文理融合リベラルアーツと

年間の事業をおこなってまいりました。そ

称するカリキュラム改革を果たしていまし

の締めくくりにご報告も含めて、本日この

た。そのあとを次いで 3 年前から複数プロ

シンポジウムの開催に至っております。

グラムの選択履修を可能にしていく専門教

今日はすでにお話しいただきました 3 つ

育のカリキュラム改革に取り組んできまし

の 大 学 の 取 り 組 み、 い ず れ も 大 学 教 育 の

た。これは簡単に申しますと学生が所属し

Good Practice で ご ざ い ま し た け れ ど も、

ている学部・学科、細かくはコース・講座

なぜこの組み合わせになったかといいます

があるわけですけれども、これまではそこ

と、わたしたちの事業プランを立てるのに

でそれぞれのディシプリンの学びをしてい

あたって、もっとも注目させていただいた

き、そのまま所属の学問領域を専門として

お取り組みであったということです。この
種の大学教育関連の GP 事業は今は続いてお
りませんので今後どのような展開になるの
か不明ですが、それはともかくとして、今
はこれまでの GP の成果を、大学間で学び
あい共有化し、これまでの事業成果を高め

学生主体の新しい学士課程の創成

̶ 21世紀型リベラルアーツと複数プログラム選択型専門教育 ̶

複数プログラム選択型専門教育
専門強化

選択

専門教育

で報告いただきました 3 つの大学のすばら
しい成果をできるだけ継承させていただく
30

1

主プログラム
文教育学部
生活科学部
理学部

ていくという時期になっているのだと思い
ます。そうした観点に立ちますと、ここま

強化
プログラム

学際
プログラム
選択

2

副
プログラム
選択

3

当該専門

教養教育

21世紀型リベラルアーツ

体験・実習学習の強化
総合的なコミュニケーション力の強化
キャンパス全体の国際化を加速

領域横断型履修
グローバル文化学環
ケミカルバイオロジー
生命情報学
他大学連携

異なる専門（他学科・他学部）
への発展（副専攻型）

学び進めて卒業するというパターンをごく
当然のこととみてきたわけです。しかし多
次元的に学士力を養成していく、あるいは

カラーコードベンチマークの趣旨

学生のさまざまな関心やキャリアプランに

複数プログラム選択履修を効果的にガイドするため、

合わせて学修をすすめていくことを考えた

した科目の授業水準を複数のカラーコードであらわ

場合に、このこちらサイドで当然とみてい
た単線型の学びだけではなくて、一定のま

全科目について授業の到達目標や内容の体系性を表現
す。
カリキュラムにおける科目の構造的位置づけや学修順
序性を直観的にわかりやすくする。

とまりのあるプログラムとして、所属の専
門分野とは異なる他分野や学際分野におい
ても複線型、あるいは分岐的に学修を進め
て卒業に至る、というあり方も可能にする
かたちに拡張し、さらには学内外の資源を
活かしてまさに多次元的、かつ学生主体に
学士力を涵養していけるようなカリキュラ
ム改革をおこないました。
ただし、そのように複数のプログラムを
組んでいくことが可能になっても、現実的
にこれを動かすとなりますと、まさにそれ
ぞれの学生がそれぞれにさまざまなパター
ンの履修をすることになるでしょうから、
それを強力に支援するシステムがだいじに
なってきます。自分の専門とその周辺のこ
とならわかるければも、その外側について
の学修についてはほとんど何も語れないと
いうことが大学人にとっての当然ですから、
少なくともこれまでの体制ではこのプログ
ラム履修の学修に対応しきれないという危
惧がありました。そこでこの事業を活用し
まして、この複数プロクラム選択履修制度
を現実的に可能にしていくため、3 つの新施
策に焦点化し、支援策を講じたわけです。
その 1 つはカラーコードベンチマーク
システムの導入、第二にファンクショナル
GPA の導入、第三に学修支援情報システム
を伴った総合学修支援センターの設置、運
用です。今日はお話しする枠が 30 分しかあ
りませんので、その成果のごく一部をかい
つまんでお話しいたします。

カラーコードベンチマークシステム
まず、カラーコードベンチマークシステ
ムです。これは聞き覚えのない単語かもし
れません。ベンチマーク自体はすでにいろ
いろなところで使われております。カリキュ
ラムを構成している授業科目の水準、カリ
キュラム体系上の位置づけや到達目標の水
準を明確にして、それを符号で表現してい
くことで学修計画の助けにするという仕組
みです。はっきりとした単位制度のもとに
ある米国の大学ではもう常識化していて、
日本の大学でも一部ではすでに取り入れて
いますが、いわゆる 100 番台科目、200 番
台科目といった呼び方がなされるナンバリ
ングと呼ばれている仕組みです。ただ、こ
れをわたしたちは番号ではなくて、色で識
別することにしました。ですから、ナンバ
リングではなくカラーコーディングです。
そのほうが視認性が高まりますし、何より
外部に向けての説明力が高まります。
構造をあまり複雑にしますと元来の趣旨
を損ないますので、専門科目群や語学科目
群のように比較的学修順序性がはっきりし
ているものについて、たとえば初級、中級、
上級といった意味合いに沿って 3 段階、ピ
ンク、グリーン、レッドのカラーコードを
付し、こうした履修階梯にはなじまず、基
本的に全学年を対象にしているようなコア
科目などについてはホワイト、また資格関
連の教職科目などにはアイボリー、といっ
た具合いに五色に分類しました。これによ
31
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カラーコードベンチマークシステム

専門科目

pink
DIC 2238p
CMYK 0-33-0-0
RGB 233-165-191

green
DIC 2576p
CMYK 82-0-55-0
RGB 0-154-117

コア科目（外国語・情報系科目以外）、
全学共通科目、認定科目等

white
C0,M0,Y0,K0
RGB 255-255-255

red
DIC 80p
CMYK 0-90-95-0
RGB 209-40-36

資格関連科目

ivory
DIC 2091p
CMYK 2-1-40-0
RGB 250-242-152

りこのカラーコーディングを頼りに従来型

レードによる成績、そして履修した年度だ

の次第に専門深度を深めて階梯をあがって

けでした。例によって不合格科目は記載さ

いく学修だけでなく、横広がりの履修、そ

れていないので、1 科目も不合格がなかっ

の折衷、あるいは大学院も視野に入れた先

た証明も 30 科目不合格があっての証明も結

取り型の履修といったことを意識的に可能

果的には同じ見え方になっていました。不

にした計画を構築していくことができます。

合格の存在だけでなく、実際の原成績では

このカラーコーディングの導入によって、

もっと細かな学修成果がアセスメントされ

たとえば今年度の履修ガイドは、これをめ

ていても、つまり最近は多元的な評価の方

くりますとカラーコードベンチマークの説

法がいろいろと努力されているので、実際

明がありまして、科目一覧にはすべてカラー

にそうなっていることが多いのですが、そ

コードが記されています。実にカラフルで

れが学修成果の証明に活きてこないかたち

すが、この色を頼りに異なる分野の科目履

になっていたのです。

修における手がかりを容易に得ることがで
きるようになりました。

これでは教育の質を高めていっても、保
証されない証明をしてしまっていることに

それから成績の証明書ですが、これまで

なります。ですから、教育の質は現実に反

は本学でもわたしたちが学生のときにも

してその表現段階で劣化の方向に流れてし

らっていた成績証明と同じものを発行して

まいます。いきおい「ルーブリックなども

きました。つまり、20 年も 30 年も基本的

使い、あれこれ細かく評価してみても、成

には同じ様式の成績証明を出してきたわけ

績証明では合格域の 4 段階に評価が還元さ

です。証明している情報は単位を取得した

れてしまうじゃないか」というわけです。

授業科目名とその単位数、4 段階のレターグ

ですから、わたしたちはこれまで隠れて
しまっていた部分の情報力を活かした学修
成果の証明をしていくことに改訂しました。
これが現在の新たなかたちの成績証明書で
す。むろん、単位取得した科目のカラーコー
ドつきです。そしてあとで話しますが、レ
ターグレードの他に、科目ごとのグレード
ポイント、そのグレードポイントについて
は平均値が科目分類やカラーコード別、プ
ログラム別ではどうか、分析的に示される
かたちの成績証明書になっています。
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全科目

2

ファンクショナルGPA

fGPAの趣旨
厳格に評価された原成績を的確に変換するGPA
を導入する。これにより単位の意味を実質化し、

コア科目

説明力のある成績証明や的確な学修支援を可能に
する。その他、学修順序性のある科目の履修条

文教専門科目

件、報奨、各種選考等にGPAの
件、報奨、各種選考等にGPAの多角的な活用を

理学専門科目

実現していく。
していく。

生活科学専門科目

教育の質保証の担保

教職科目
全学共通科目

ピンク

グリーン

レッド

ホワイト

アイボリー

これは実際になされた全開講科目のカ
ラーコードベンチマークの構成割合です。

今述べた GPA に託された役割がそのまま十
全に機能するということです。

この 3 年間、各学部とのやり取りのなかで

日本の大学の成績制度では伝統的に 100

だんだんと調整的にこういうかたちに変化

点満点でつける原成績をもっていることが

したのですが、これを見ますと 2011 年前期

多いです。それで 60 点を合格基準点とする。

の結果ですが、とてもうまい具合に各カラー

この 6 割基準はどうも中国の官僚登用試験

コードの割合がバランス化しています。も

である科挙の制度に由来するものと聞いて

ちろん資格関連科目は少ないので割合も小

います。そのためもあってか国際的には日

さいですが、他の区分については均衡のと

本以外のアジア諸国の大学でも 100 点満点

れた割合になっていることが確認できます。

ベース、あるいは最高到達度 100% を基準

これは強制的にわたしたちがおこなったも

に成績判定をしているところが少なからず

のではなくて、各学部とのやり取りを繰り

見受けられます。その 100 点満点スケール

返すなかで結果的にこうなったものですか

にいくつかの区間規定をしてそこにレター

ら、本学のカリキュラム構造が少なくとも

グレードを規定をする。これが大方の日本

階梯構造的には満足のいくかたちになって

の大学の 20 世紀までの成績評価規程の姿

いることを改めて実感することができまし

だったと思います。

た。

このおよそ十年のあいだ、これに GPA 制
度を米国から移入することで、多くの大学

ファンクショナル GPA

ではグレードポイントを S ならば 4、A な

次にファンクショナル GPA です。もうす

らば 3、B なら 2 というような形で割り振

でに圓月先生からも繰り返しご指摘をいた

る方法がとられました。これは基本的には

だきました。みなさんもご承知だと思いま

米国の大学もそうしていたからです。もし

すけれども、GPA の役割は厳格に評価され

GPA というものが「概括的な成績指標」と

た学修成果を的確に表現すること、それに

いうことで了解されているのであるならば、

よって説明力のある成績証明をおこなうこ

それでもかまわなかったかもしれませんが、

と、そして的確な学修支援に結びつけてい

皮肉なことにすでに圓月先生からもご説明

くということです。これは教育の質保証を

がありましたように、この GPA は日本では

担保する指標として機能します。ここでは

「厳格な成績評価の」指標として例示され、

GPA の前に f という文字がついている点が

ほとんど政策的にこの十数年のあいだに一

重要なポイントです。この f は functional

気に導入が進められてきたという経緯があ

の f、つまり機能する GPA ということです。

ります。
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TEST SCORE

600名

GPA

TEST SCORE

GPA

TEST SCORE

GPA

そういう論理でいきますと、ここの S の

これは本学の 2011 年度の前期の成績を

ところでは大方の大学の場合、100 点〜 90

使って原成績順位と一般的な方法で算定し

点までの人がそういうポイントで差があっ

た GPA 順位の乱れを示した図です。青は

たにもかかわらず全部 4 というポイントに

GPA 順位が下がったケース、赤は上がった

還元されてしまうわけです。これでは厳格

ケースです。こんなになってしまっていま

な成績評価にはならない。それどころか、

す。順位の撹乱発生率は 99％です。10 位以

ガラガラポンのロンダリングです。厳格厳

上の変動は 8 割あります。最大の順位変動

正に評価したものが GPA によってアバウト

は GPA の順位が原成績の順位よりも 611 位

に丸められてしまうわけです。これはいっ

も上昇しています。これは 2121 人の全学の

てみれば、オリンピックに出場した人全員

データを使っていますが、たとえば圓月先

が金メダルをもらって帰ってくるような仕

生のところ、同志社大学さんになりますと、

組みです。オリンピック出場をもってもう

本学の十倍以上の学生数規模になりますか

金に値するでしょう、そのなかでの差異は

ら、原成績順位と GPA 順位の齟齬はさらに

細かな話だ、というわけです。しかし、こ

輪をかけて大きくなるはずです。こういう

れでもオリンピックは盛り上がるでしょう

指標では到底何にも使えないことになりま

か、これでは競う人の心は折れてしまうで

す。

しょう。

ただ急いで補足しなければなりません。

大学でも原成績を平均して順位をあらわ

これは GPA という指標自体がもつ問題では

す こ と が で き ま す。 け れ ど も、GPA の 順

ありません。さきほどいいましたように原

位は今述べたごとく原成績の値を丸めます

成績に差異のある一定幅の値をひとつのグ

から、これと違ってきてしまいます。この

レードポイントにしてしまうという求め方

GPA を使って成績優秀者を表彰したり、卒

に難があるのです。ですから、これを原成

業の要件にしたり、退学勧告したり。こう

績からストレートにグレードポイントに一

いうことをしますと、もともとの評価とは

次変換するという方法を使えば、何の問題

異なる誤った評価を下してしまうことにな

も生じることなく GPA を算定し、これを機

ります。もちろんそういう特殊な基準での

能させていくことができます。たとえばレ

判定だけでなく、厳格、厳正にわたしたち

ターグレード S のところは 90 点〜 100 点

教員がおこなった評価のすべてが的確に反

の原成績が含まれていますから、ここを GP

映されない指標になってしまいます。これ

で 3.5 〜 4.5 の間の連続量で置き換えてい

では丁寧な教育評価をおこなう気持ちが損

けばよいわけです。いってみれば、レター

なわれてしまいます。

グレードを介することなく、100 〜 60 の原
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この問題を解消し、多目的に適用可能な機能するGPA
ファンクショナルGPAによる厳正・厳格な成績評価の的確な運用

GPA =

◆ 成績評価方法の変更

▶ 素点評価の推奨

Σ（GP × 単位数）

Σ（履修総単位数）

成績合格域を GP の 4.5 〜 0.5 に変換すれば

ターグレードの背後に素点による原成績を

よいのです。4.5 〜 0.5 という一見、半端な

出していても、それは個々の教員の手元に

値に変換するのは国際的な通用性に配慮し

納められていました。ただ、レターグレー

て GPA の一般的な値のあり方と最適互換性

ド を つ け る 根 拠 基 準 と し て 100 点 満 点 ス

をとるためです。なぜ、これが最適なるの

ケールの区間規定を各グレードに対応させ

かは今日の話では省きますが、むろん別の

て示しているという具合でした。これを今

ところ（たとえば、拙書 2012『GPA 制度の

回、このファンクショナル GPA 制度を導入

研究 : functional GPA に向けて』大学教育

するにあたって、成績はできるだけ素点で

出版）で詳しく述べておりますのでご参照

出すように変更しました。これはさらに少

ください。

し遡れば、昔は当たり前にしていたことで

さて、こうして十分使えるようになった

すので、それほど大きな抵抗はありません

GPA をファンクショナル GPA と呼んでいま

でした。ただ、授業科目によっては 100 点

す。このファンクショナル GPA を適用する

満点では出しにくい、出ない、というもの

ことによってこの乱れはどうなるかといい

もありましたので、100 点満点にこだわら

ますと、見事に左右、つまり原成績順位と

ず、とにかく素点で出すようにしてくださ

GPA による順位が一致しました。ところど

い、としました。

ころ黒い部分がありますが、ここはタイデー

100 点満点でなくてもよいかわりに、そ

タ、つまり同値のデータが複数あることに

の評価が満点はいくつで合格最低点（最低

よってその部分のランクを除去しているこ

到達点）は何点なのかも同時に提示するよ

とを示しているにすぎません。たとえば、2

うにしました。5 段階でしか評価できないと

位と 3 位が同値だった場合に 2 位をなくし

いうのなら、満点は 5、合活最低点は 1 と

両者を 3 位にするという処理です（本来は

いった具合です。これを許容することで 3

2.5 位にすべきですが、ここは表示上の便宜
から下位の値をとっています）。ですから、

絶対的相対評価法

全体がまったく順位に齟齬のないかたちに
なっています。これで GPA の値を使って安
心して卒業要件にでも成績優秀者報償でも、
学修支援にもさまざまに活用していくこと
ができます。
本学では GPA 制度を導入する前までは成
績はレターグレードで出していました。レ

100

60

50

0

絶対的相対評価点への変換
デファクトの最高点

90.0

合格最低点

30.0

教員はそれぞれの評定法で原成績を出し、事実上の最高点と
合格最低点を決めるだけ
相対評価点への変換はシステム（制度）が組織的におこなう

35

多次元的な学士力養成を担う総合的学修支援事業の成果と今後

ドで評価した科目は 6 割でした。始めたば

絶対的相対評価法

かりですからこれまでのやり方をとった科
目のほうが多かったのですが、4 割は素点評
価に変えた。この値は素点評価が決して無
テキスト

理なことではないということと、この先の
ことも勘案していけば、評価方法に柔軟性
をもたせることができますので、素点評価
が増えていくとみています。また、素点評
価が自然になれば、ファンクショナル GPA

点満点でもよいし、1000 点満点でもよくな
りました。昨今は多元的な評価の方法が推
奨されていますから、授業ごとに毎回小テ
ストなどをおこなっていくと、その合計満
点が 100 にならないこともあるわけですが、
それがそのまま許容されます。したがって、
教員からすれば、それぞれの科目の特性に
応じてルーブリックでもなんでも独自の採
点基準をもって評価し、その評価点をその
まま直接出せばよくなりました。つまり以
前よりも成績採点の自由度が高く、柔軟で
業務が容易になったのです。ですから、こ
れも歓迎でした。むろん、これまでの経緯
からどうしてもレターグレードでしか出せ
ないというケースもありましたので、その
場合はむろん規程をもって、S であれば 95
点、A であれば 85 点、B ならば 75 点とい
うかたちに変換しています。こうしてそれ
ぞれに自由な評点範囲で出された評価点は
システムのほうで 100 点満点、合格最低点
60 点に一次変換し、標準化します。これを
絶対的相対評価法と呼んでいます。個々の

の機能性も高まっていくことになります。
さて、このファンクショナル GPA を使
うことによって、すでにさまざまな効果が
出ております。今日は時間も限られていま
すので顕著な効能を 2 点だけ紹介したいと
思います。まず、本学の成績評価の妥当性
についてです。レターグレードで見た場合、
実はこういう問題がありました。S、A、B、C、
D、それに X、この X は評価不能というこ
とで GPA を導入してからこの X は使ってお
りませんが、このようなレターグレード評
価のうち、すべての開講科目の総計でみま
すと、A 評価の割合が極端に多かったので
す。しかも、毎年この評価割合はほとんど
変動なく、A 評価は常に 50％前後に達する
という状態でした。これは一見してあきら
かに甘すぎる評価ではないか。この評価行
為に対する評価をすれば、誰が見てもそう
判断せざるをえない状態にありました。合
格域の評価は 4 段階なのだから、A と B が
ほぼ等量であってしかるべきだろうと。
ところが、今回、ファンクショナル GPA

教員が絶対的な評価で出した評点を相対変
換しているからです。その標準化した素点
をもとにその点から 55 を引いて 10 で除す
ることでグレードポイントをだし、ファン
クショナル GPA を導き出します。

f GPAの著効 1

的確な成績優秀表彰

f GPAの著効 2

成績評価の妥当性検証
60

で、このように評価の仕方を変更して実
際どうであったかといいますと、変更後の
最初の学期の結果ですが。素点で評価され
た科目は全体の約 4 割でした。レターグレー
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CAPに依らない単位の実質化

白なように、A 評定の中身は、実は限りな

成績評価の妥当性

く B に近い評価が多くて、A の中でも S に
近い方にいくにしたがって評価が極端に少
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なくなっているという事実をみることがで
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点は 80 点ですから、この中点を平均的とか

X

2011前期 初年次生

「ふつう」と解釈して評価した場合、A 評
定の素点区間は 90 点未満 80 点以上と規定
されていますので、A 評定になってしまい

成績評価の妥当性

ます。事実、それに近い評価が一番多いこ

▼ 2.7≧GPA>2.6

60

とにより、レターグレード評価の区間規定

50

▽ mean 2.54

RATE

40

のために A 評定の度数が極端に多くなって
しまっているということなのです。言い換

30

えれば、A 評定の過多は制度的に構成され
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たアーティファクトであって、事実を正確
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2011前期 初年次生

を導入して、GPA で 0.1 刻みの度数分布を
とってこれをあらためてみたところ、この
ような状態になっていることが判明しまし
た。これは 2011 年前期の先ほどのレター
グレード度数の棒グラフと同じ年度学期の
データですが、GPA では最頻値が 2.6 〜 2.7
の区間。全体の平均値は 2.54 でした。GPA
の 2.5 というのは何を意味しているかとい
うと、合格域の 100 〜 60 点の範囲の中点
にあたる 80 点の値に相当します。つまり、
本学の成績評価のされかたは合格区間の中
間にあたるところに評価の平均があり、そ
こからほんのすこし高い方向にピークをも
つ評価分布になっているという事実がつか
めました。すこしだけ甘い評価の傾向は認
められるけれども、レターグレードの A 評
定が全体の半分を占めるということから推
測されるような極端に甘い評価が全体にな
されているわけではない、ということがあ
きらかになったのです。先ほどの A 評価の
棒グラフをこの GPA スケールに重ねてみま
すと、このようになります。この図から明

に伝えていないということです。事実は本
学の成績評価が合格域の真ん中に盛り上が
りをもって結構、妥当なかたちになってい
るということでした。加えてこの事実はレ
ターグレード評価という丸めの概括的な指
標では事実が隠れてしまうということ、素
点評価がなされ、あるいは可能であるなら、
それによって的確な事実を表出しなければ
現実を見誤るということを伝えているわけ
です。この発見はまさにファンクショナル
GPA ならではの顕著な効能のひとつといえ
るでしょう。
それからもう 1 つ、著効としてあらわれ
た点を紹介します。本学では履修登録単位
数の制限、いわゆるキャップ制をあえて導
入していません。単位制度の実質化は圓月
先生もおっしゃられておりましたが、こん
にちのわが国の大学にとって重要なテーマ
になってるわけで、本学でも特に初年次の
学生は高校での学修パターンを踏襲しよう
とする傾向が強く、月曜から金曜までとれ
るコマはできるだけ埋めてしまうような履
修の仕方をする学生が少なくありませんで
した。したがって、この図、ドットは全学
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GPAの特性周知による
キャップによらない単位制度の実質化
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各学生の履修状況を示し、縦軸が履修単位

28 単位履修していたのですけれども、それ

数、横軸が取得単位数ですが、このイエロー

が平均で 2 単位程度の減少をみることがで

ゾーンから上に入っている部分は単位が実

きました。まだ、十分な抑制がはかられた

質化されていないことになりますけれども、

とはいいがたいですが、これにあとでお話

初年次、2 年次のほとんどの学生の単位が実

ししますもう 1 つのツール、を組み合わせ

質化していない、あるいはほとんど休日な

ることによって、キャップ制によらない単

しに一年をつうじて授業時間外学習に勤し

位制度の実質化をはかれる方向性がみえて

んでいるという非現実的な、あるいはそれ

きたというところです。

が現実だとすると健康的に結構危険な学修

つ ぎ に 事 業 の 3 本 柱 の 3 番 目 で す。 こ

行動をしてしまっています。したがいまし

れは学修支援情報システムと総合学修支援

て、こうした現実がある中で、ここにいき

センターです。今日お話をいただきました

なりキャップをかぶせてしまいますと、1、

ICU のアカデミック・プランニングセンター

2 年生はおおいに不満を感じますでしょう

について勉強させていただきまして、その

し、3、4 年での履修には大きな負荷がかか

真似をしたといっても過言ではないのです

る。よって、まずはもうすこし穏便な方法

が、こういう全学で共通利用できる学修支

をとりました。つまり、制度的にこちらか

援のための対面相談ができる総合学修支援

ら制約するのではなく、学生から主体的に

センターを設けました。その支援の仕方で

単位の実質化にむけて履修行動をとっても

すけれども、ここは奈良女子大さんからお

らう策を選びました。実際には GPA の導入

知恵を拝借しました。奈良女子大学が実施

を機会に、単位制度の実質化がテーマになっ

され今日もご報告のなかでありましたデー

ていることと、GPA 制度の特性、すなわち

タ、質問と同じものをわたしたちの調査で

必要以上にたくさんの履修をすると、各科

もおこないました。すなわち「勉学面を中

目に費やす学修時間がその分減少し、GPA
のポイントを劣化させる危険性が高まると
いうことを周知することによって、またそ
れに加えてつぎにお話しするツールも使う
ことで、できるだけ自然なかたちで自主規
制が働いていくことを期待したわけです。
その結果ですが、2011 年の GPA を導入
したばかりの学期の成果を見てみますと、
例年初年次の前期はだいたい平均で 27 〜
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総合学修支援センター

成績証明

科目の

書

学生に対する学修関連の総合的な支援

GP

LG

C

2

西洋史研究法

3.3333-0.0000

・履修単位数の適切度
・学修状況におけるミスの警告やアドバイス、
情報提示

● 学習マネジメントシステムから
・履修した授業の各種情報（授業資料の入手、
課題入手・作成・提出、アンケート実施等）
・授業ごとの学習コミュニティをつうじた授業
時間外学習活動の支援と推進
・授業におけるプロジェクト研究などのグループ
ワークの基盤となる協同作業ツールの提供

11
12
12

1.5688

4.2222-0.0000

12

2.5569

3.4000-0.0000

累積GPA
2.8236

20

前期

2.6213

38

後期

2.8866

54

前期

3.1236

72

後期

2012

数と成績

別の修得単位

カラーコード
CCBM

12

1.8888

12
24,256.0000
累積GPA推移

累積単位数

学期

2011

12

2.5889

4.0000-0.0000

累積

GPA

年度

12

3.2566

3.6058-0.0000

地理学演習

累積単位数と

12

1.0888

4.5000-0.5000

2.7500

A

2

人間と空間

11

1.9522

3.2550-0.0000

3.8800

S

2

史跡調査法II

・学修到達度（取得単位と成績に関する学内での
位置、推移、卒業要件の達成度）の把握

11

2.5369

4.2828-0.0000

1.3258

C

2

比較文学史

● 学修情報システムから

11

2.2555

4.0000-0.0000

備 考

11

3.1255

4.5000-0.0000

0.6666

年度

2.8999

4.5000-0.5500

3.0000

A

2

3.1056

4.2558-0.0000

2.1234

B

2

平均GP

4.5000-0.5000

1.1159

C

2

日本史入門購読

1.8500

B

2

東洋美術史BII

2.6000

A

2

西洋美術史AII

1.2865

C

2

自然と人間

3.3000

A

2

英語II

2.0588

B

2
法）

法学I（日本国憲

3.2568

A

2
現代心理学

科目のGP範囲

評 価

単位

CCBM

授業科目

哲学

累積

累積単位数

累積GPA
3.2599

36

2.2268

24
12
0
2
0

2.0369
2.1234
-

strictGPA
3.3854
2.4213
2.8866
-

2.1234
-

strictGPA
2.8236
2.6213

4.5000

3.5000

2.5000

1.5000

2.8866

0.5000
2011 前期

3.2953

各コード科
目の全履修
者の平均
GPA
3.2546
2.2253
2.1268
-

累積GPA

後期

2012 前期

後期

累積strictGPA

4.0000

3.0000

2.0000

1.0000

0

棒グラフ）

履修者の平均GPA（
）の関係
各コードの科目の全
GPA（折れ線グラフ
と本人のstrict

2.5689
-

総合学修支援
センター
総合学修情報
システム

● 学修支援センターアドバイザーから
・履修や学習に関する広範囲のアドバイス

・履修や学習に関する院生や学生によるピアサポート

統合型学生支援システムとの連動
授業料免除や奨学金等の学生支援体制

恒常的な学修支援業務に向けてのノウハウやデータの集積と体制構築

学修支援システムが提供する情報としてあったほうがよいと思うもの

総合学修支援センター

★

ピアサポーターの重要性
勉学面を中心に、あなたが困った場合、誰に相談し解決に至ることが多いですか。
1%
2%

8%

★

本学に存在しなかったもの

当事業で開発し充足できたもの

ウェブで確認できる自分の取得単位数

★

ウェブで確認できる自分の成績評価一覧
参考資料類をダウンロードできるサイト

★

学内での自分の成績の位置づけ

教職員 20%

★

レポートなどを提出できるサイト

★

推移的なこれまでの自分のGPA値
学習ポートフォリオ

友人

18%

先輩

70%

学修情報入手や相談ができる場所

47%

★

学習や履修相談の予約

23%

0
友人

先輩

★
★

学修成果を分析した結果一覧
授業ごとの平均GP値やGP値一覧

教員

家族

2011年度

事務職員

その他

本学 学士課程での調査

10

20

30

40

50

60

70

80

90 %

あったほうがよい
あったほうがよく、大いに利用したい

2011年度

本学 学士課程での調査

心にあなたが困った場合、誰に相談し、ど

できる自分の取得単位数、成績の評価の一

うやって解決に至ることが多いですか」と

覧、学内での自分の成績の位置づけ、こう

いう設問です。その結果ですが、これはわ

したものは情報としては当然あるわけです

たしたち驚いたのですが、佐原先生が先ほ

が、これまで学生は目の当たりにしていな

どおっしゃったとおり、東西まったく違う

かったわけです。そうしたこともあってか

大学でありながらやはり小規模の似たタイ

学生からの開示要求も強かったのです。今

プの女子大学だからなのでしょうか、みな

回はどういうような情報システムを作るか

さんのハンドアウトを見ていただければわ

ということにあたって、学生からの求めが

かると思うのですが、その回答結果はびっ

強いものは全部を作っていくということを

くりするほど似たパターンで、友人や先輩

目指していきました。需要の少なかったも

に相談して解決する。これが 1 番多くしか

のは後回しにしましたけれど、結果的には

もその割合は 70% に達しました。教職員

この事業をつうじてほとんどが満たされた

はといえば、そのつぎでした。したがって、

状態になりました。それを満たしたのがこ

学修支援センターに教職員が張り付いても、

の alagin と呼んでいるシステムです。

学生にとってはあまり助けにならないとい

まず、これは WEB 上のポータルで、自分

いますか、歓迎ではないということです。

の ID とパスワードで統合認証を経たのちに

むしろ求められているのはピア・サポーター

これが表示されます。現在の自分の履修し

です。これは ICU さんがずっとやってきた

ている時間割です。わたしたちが学生の時

ことですが、そのピア・サポーターの役割

もそうだったと思いますが、これまでは各

が非常に重要だということで、本学でも大

自が自分のメモ帳などに書いていたもので

学院生のピア・サポーターをこの総合学修

す。学生は年中、これとにらめっこするわ

支援センターにおきまして、細々ながらで

けです。いまこういう各種端末が便利に使

すけれども今年からこの支援を始めるよう
になっています。
それから、システムに載せる学修情報と
して、学生が何を必要としているかについ
ても調査しました。これは今の時代だから
できるものばかりなのですけれども、しか
しながら多くものが本学にそれまで存在し
ていなかった、というか、提示されていな
かったものです。たとえば WEB 上で確認
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いるケースです。単位制度の実質化、すな
わち十分な学修時間の確保がなされている
ことを示す基準線はこの水色の直線です。
この直線になるべく接近するように履修し
ていけば、こちらの青色の線が卒業要件の
単位数を示していますから、そこまで確実
に到達できますということをお知らせし、
ガイドしています。このケースではもう 2
年の後期くらいに卒業要件単位をとってし
えるようになりましたので、学内外を問わ

まっているので、明らかに単位制度が実質

ず、任意の端末でどこからでもチェックす

化していない例となっていますが、こうい

ることができます。そして、ここにレポー

うパターンが出ないよう、履修相談も含め

トが出ているとか、試験がいつかというよ

てノンキャップでこの課題を達成していこ

うなことをメモにして貼付けることができ

うというわけです。こうしたかたちでアカ

ます。

デミック・プランニングと呼んでいるもの

このポータル時間割からスタートして自

を ICU ほどのところまでたどり着けるかど

分の学修状況、これはまさに同志社さんの

うかはわかりませんけれども、これから本

DUET を勉強させていただいたわけですが、

学でも積極化していくところにあります。

自分の取った成績の一覧やその学内での位

最後に「継承と発展」です。この 3 年間

置といった状況がみえてくる仕組みです。

にわたった大学教育推進プログラムは、こ

むろん学期毎の GPA、累積での推移なども

の 3 月で修了いたしますが、その財政的支

わかりますから、学修成果のプロセスも確

援がなくなったあとにこれをどう継承し、

認できます。

さらには発展につなげていくかという課題

それから単位制度の実質化を図るための

は非常に大きいわけです。わたしたちが今

もうひとつのツールとして、入学来毎学期

紹介しましたシステムはどこかの商用製品

の履修単位数や取得単位数がこのように確

のご紹介ではありませんし、むろんその流

認できます。1、2、3、4 というのは 1 年生、

用でもございません。すべてオープンソー

2 年生、3 年生、4 年生ということですけれ

スシステムになりうるかたちを指向し、ま

ども、これは説明のためのダミーデータで

さにこの推進プログラムの財源をもとに自

のパターンですが、イエローゾーンに入っ

分たちで自主開発いたしました。したがっ

てしまっている、つまりとりすぎを示して

て、サーバーも外部のものを使わず、自分

累積単位数

単位の実質化
by non cap

3
2
1

40

4

■ カラーコードベンチマークシステムの継承と発展

■ GPAの継承と発展

: 学修達成感のある学び修めへのアクティブ・サポート
学修モニタリングと

確かに学び修めることを形成
大学院科目

iris

indigo

gold

105-0-138

#191970

1

1

2

2

#DAA570

3

授業
の到
達目
標

授業内容・分野の広がり

専門科目

red

green

pink
コア科目（外国語・情報系科目以外）、
全学共通科目、認定科目等

資格関連科目

ivory

white

1 1 2 2 3 3 4

1

1

2

2

3

たちで運用していますので、今後もほとん

か、をわかりやすく説明できるようにして

どお金がかからない。つまり、財政支援が

いこうとしているところです。

終了したあともこれを継承し、さらに発展

それから GPA については無限に活用の仕

させていくことができる体制にあります。

方があるわけですが、やはりひとつ学修支

ご紹介したカラーコードベンチマークもお

援ということであれば最初のこの上の図の

金のかかる話ではございませんし、冒頭に

ように、全学の平均よりも上回った GPA を

本学の耳塚教育機構長が申しましたように、

とっている学生さんはもちろん問題ないの

これから大学院改革がわたしたちの大きな

ですけれども、このように明らかに学士力

テーマのひとつになっておりますが、ここ

が劣化してくるケース、最初は適切なゾー

にもカラーコードベンチマークを入れて、

ンにいながら次第に学修パフォーマンスを

官位十二階ではありませんけれども、カリ

劣化させイエローゾーン、レッドゾーンに

キュラムの体系化をわかりやすく可視化し

落ち込んでくるというケースがあります。

ていく作業が継承されていくはずです。

こういう学生さんは今まで野放しになって

それからもう 1 つ、修業力支援事業、こ

いました。単に卒業単位が充たせない、あ

こでもコンピテンシーカラーコードという、

るいは進級できないといったかたちでしか

科目ごとに目指しているコンピテンシー開

捉えられていなかった、しかしこうした推

発に応じてカラーコードで色付けしまして、

移的な学修状況がチェックできれば、最悪

これをカラーコードベンチマークと組み合

の状態に陥る前にご自分でも危機意識がわ

わせて、学修証明、成績証明などのに付す

いてくるでしょうし、これを見せられたサ

ことによって、第三者にこれを提示した時

ポーターや教員も打つべき手をいろいろア

にどういう修業力や学士力を身につけよう

ドバイスせざるをえなくなるでしょう。せっ

としてきたか、そしてどういう成果を得た

かくの複数プログラムで選択履修ができる
制度にしたのですから、これが学び修めと

■ カラーコードベンチマークシステムの継承と発展

して学修達成感のあるかたちにもっていく

Competency Color Code --- CCC with CCBM

ような履修のサポートをおこなっていくこ
就業力育成

a

双方向ツール

b

自律的活動

c

社会集団協働

多元的学士力

と、これが学修モニタリングと確かに学び
修めることを形成していくというこれから
の重要なテーマになると思っています。
最後にファンクショナル GPA というのは
実は本学だけではなく、先行的に宮崎大学
さんなどでおこなわれております。今日は
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■ 学修支援システムの継承と発展

: オープンソース化と大学間連携

functional GPAの導入展開

■ 学修支援システムの継承と発展

: オープンソース化と大学間連携

functional GPAの導入展開

★ 資源と価値の共有
★ 成果活用への協働

成績証明書
授業科目

CCBM

単位

評 価
LG

現代物質文明

2

中級英語

2

中国語初級

2

英語I

科目の
平均GP

年度

3.2568

4.5000-0.5000

3.1056

11

B

2.0588

4.2558-0.0000

2.8999

11

3.3000

C

2

科目のGP範囲
GP

A
A

2

日本史入門購読

1.2865

4.5000-0.5500

3.1255
2.2555

1.8500

4.2828-0.0000

1.9522

12

1.1159

3.2550-0.0000

1.0888

12

B

2.1234

2

英語音声学演習

2

倫理学

A

4.5000-0.5000

3.2566
2.5889

12

3.0000

3.6058-0.0000

2

C

0.6666

4.0000-0.0000

1.8888

12

2

C

1.3258

3.3333-0.0000

1.5688

12

4.2222-0.0000

2.5569

11

12

言語と社会III

2

S

3.8800

2

A

2.7500

3.4000-0.0000 24,256.0000
12

累積単位数とGPA
年度

学期

累積単位数

累積GPA

20

前期

2011

累積GPA推移

累積
strictGPA

2.8236

★ 学生流動の促進

12

臨床心理学

2012

備 考

11

B
C

歴史考古学

2.5369

11

4.0000-0.0000

2
2

日本史研究法

A

4.5000-0.0000

2.6000

ギリシア語
教職総合演習

4.5000

3.5000

2.8236

後期

38

2.6213

2.6213

2.5000

前期

54

2.8866

2.8866

1.5000

後期

72

3.1236

3.2953

0.5000
2011 前期

後期

累積GPA

2012 前期

後期

累積strictGPA

カラーコード別の修得単位数と成績
CCBM

累積単位数
36
24
12

累積GPA

累積
strictGPA

各コード科
目の全履修
者の平均
GPA

グラフ 3
4.0000
3.0000

3.2599

3.3854

3.2546

2.0000

2.2268

2.4213

2.2253

1.0000

2.0369

2.8866

2.1268

0

-

-

-

2

2.1234

2.1234

2.5689

0

-

-

-

0

各コードの科目の全履修者の平均GPA（棒グラフ）
と本人のstrict GPA（折れ線グラフ）の関係

茨城大学
お茶の水女子大学
静岡大学
宮崎大学

宮崎大学

宮崎大学から武方先生もいらしております

話題になっておりますけれども、これは理

けれども、このように同大のホームページ

念としてわかりますが現実的にはどのよう

を見させていただきますとファンクショナ

な学生でもできるわけではないでしょうが、

ル GPA のかたちで運用されている。おそら

国内での学生流動は多くの学生が多くの刺

くどんどん成果があがってきているはずで

激を得ていけることだと思います。その裏

す。それから静岡大学でもファンクショナ

付けにはファンクショナル GPA が統一的な

ル GPA を導入しているということが書かれ

成績評価基準としても機能しうるわけです

ております。そして本学、さらには茨城大

から、そういう意味では日本の高等教育の

学さんが採用を決定されまして、茨城大学

活性化にも資することになると期待してい

からは今日佐藤先生がおみえになっており

ます。

ますけれども、うちとまったく同じ方法で
F-GPA を運用してきます。すでに GPA は全
国で約半分くらいの大学で導入されました
ので、残り半分くらいの大学がこれを利用
していく場合にはどのような算定方法をと
ることが適切かは、今日わかっていただい
たことと思います。
手法上の妥当性だけではなくて、原成績
に沿った連続量でのグレードポイントの算
定は、このように学修支援システムとマッ
チングさせることによってその効果がいか
んなく発揮されるところとなります。した
がって、今後はこれをネットワーク化する、
これはつなげるということではありません
が、これをオープンシステムとしてご提供
し、活用していただき、資源と価値を共有
する。あるいは活用の方法を協同的に開発
していければ幸いであると臣います。こう
いうものは協同化されていけば、国内での
学生流動、最近ではアジアでの学生流動が
42

ご清聴ありがとうございました。

学士力の実質化に向けた政策の動向
について
義本博司課長 文部科学省高等教育企画課
石田

それではつぎに「学士力の実質化

に向けた政策の動向について」と題しまし
て、文部科学省高等教育企画課の義本博司
課長からお話しをいただきます。
義本

ご紹介いただきました文部科学省

の義本と申します。こうした機会に呼んで
くださいましてありがとうございます。全
国各地から熱心にたくさんの方がおみえに
なっていますので、今日は 4 つの大学から
非常にすばらしいお話しをいただき、また
とても参考になる話があったのではないか
と思っております。それで今日、わたしは
政策動向について語るようにということで
呼んでいただきました。
さて学士課程についての答申を出してか
ら丸三年が経ったわけですが、その間、い
ろいろな取組に対して文部科学省として応
援させていただき、たとえばここにこうし
て 4 つの大学の成果があり、それが各大学
に波及しているという状況があります。一
方、社会的にも政治的にみても経済界から
もそうですが、大学教育に対して根強い批
判が続いています。また国民もいろいろな
アンケートがありますけれども、大学教育
に対してフラストレーションがたまってい

ĎÿʚǗń˶ȢŦ˷	

る、そういう状況ですから、結局大学の取
り組み自身は努力もいただいていますけれ
ども、改革努力がそれほど世間に伝わって
いないということはあります。その中にお
いて、仕分けについては修業力の事業もそ
うですけれども、廃止というようなことが
あってそれはわれわれの努力不足もありま
すけれども、まだまだ社会的に見て厳しい
目にさらされていると思います。大学の本
来の目的があるし、そのことにお金を使う
のはどうか、といった極端な議論もあるわ
けですが、そのなかでどう大学教育に対し
ての改革を進め、あるいは国民的な信頼を
世界的に見てもあるいは企業も含めて社会
から見ても確保していくのかが本質的な問
題だと思っています。
そういうことを踏まえながら、どう改革
を進めていくのか、新しいことを何かやる
というよりもむしろ、今あることについて
の本質論、あるいは根本的な問題をどうと
らえているのかということを中心に学士課
程について中教審で議論していくところで
あります。
今日の話は 30 分ですので、資料はたくさ
ん用意していますけれども、ポイントをか

ɬɬ˼˺ǓžöƪʚœŎʖǓȥ	
ɬɬ˽˺ʳʨʀʯŶŖʖďƪØʚǓȥ	
ɬɬ˾˺ǓžöƪʚǤŤǬíʙpʁʔ	

いつまんでお話ししたいと思います。ひと
つは今日圓月先生あるいは半田先生のお話
にありましたけれど、現状にあるなかでの
問題点、それからその課題ですが、背景と
してどんなかたちで大学の社会環境と人材
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育成の話があるのか。さきほど圓月先生か

いますけれども、主体的な学びをしっかり

らお話がありましたように、知識や技術と

大学においておこなうということを本質と

いうものはどんどん進歩し、その中におい

して、学修時間をひとつの切り口にして、

て４年間で学ぶこと、あるいは大学院も含

改革をすすめてはどうか、というのを中教

め学ぶこと自体はどんどん陳腐化していく。

審で議論しています。これは当たり前のこ

学習習慣はどうつけるか、というお話が先

とではないか、学修時間の問題はさかのぼ

ほどありました。いわば大学も含めた社会

れば昭和３８年の中教審でも議論している

も先の見えない時代においてどうもがいて

話ではありますけれども、なんでそこに着

いくのか、というフラストレーションがこ

目しているのか、あるいはそれでどういう

れは大学界だけではなくて、企業でもそう

ことを目指しているのかというような話を

です。企業も世界的には決して成功してい

させていただければありがたいなと思って

るわけではありません。競争力の問題もそ

いるところでございます。

うですし、先が見えない中においてもがい

この話ですけれども、今日こちらにもみ

ている。そのような不安がむしろ、人材の

なさん熱心にお集りいただいておりますけ

問題に関わってくるのではないか。そうい

れども、いろいろな取り組みが大学の中で

うことをとらえたうえでどうあり方を考え

進んでいます。一方、こういうアンケート

ていくのか、ということに触れたいと思っ

をとれば、シラバスや GPA の導入などどん

ています。

どんすすんでいる状況はありますけれども、

それは大学教育がなんのためにあるのか、

ではこれらが本当に活かせているかという

いうところの本質論で、極端な話ですと就

ことについては、先ほどの GPA の話でも

職がなかなかむずかしい時代ですから、手

そうでしたが、またシラバスの問題につい

に職をつけたほうがいい、大学は専門学校

てみても課題があるということはあるわけ

に転換したらどうか、みたいなことをおっ

です。形式的に導入するということでなく、

しゃられる方はかなりおられます。そこに

むしろそれをどう活かしていくのか、何の

対して大学教育のあり方は何なのかという

ためにするのかということ自身が非常に大

ことをちゃんととらえて、その上で学生に

きい点かなと思う次第であります。

とって何を身につけるのかということ、そ

たとえば GPA にしても、なかなか GPA

こがやはりポイントになってくるのではな

を先ほどの厳格性の問題もそうですし、ま

いかという話に少し触れたいと思います。

た進級とか卒業要件に使っているかどうか

それからその上において、いま中教審で

とか、あるいはシラバスについて圓月先生

議論しています、新聞でも若干報道されて

から同志社の話がありましたけれども、単
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位というのは授業だけではなくて、授業外

全体の教育のマネジメントがうまくおこな

とあわせての単位であります。それをたと

われていないというのをどうするか、とい

えば毎時間ごとの準備であてているとか、

うことがあります。おそらくここにお集り

あるいはその準備の学修時間のめやすを示

の先生方、あるいは教務の方自身も、学内

すとかなると、まだ進んでいない状況にあ

でどうそれを説得していくのか、資源をど

ります。また、欧米と比較しても授業自身

う確保していくのか、よいアイディアはあっ

の時間はそれほど違いないにしても、予習

ても、それを導入するのはなかなかむずか

を含めたいわゆる授業時間外の学修時間に

しいという。ですから、そういう構造的な

しますとだいたい半分程度です。これは分

問題をどう考えていくのかというのをはっ

野によっても違いますし、大方の日本だっ

きりさせることを中教審でも議論していま

たら社会科学系については顕著にという点

す。

があります。これはアメリカにいかれたか

学修時間についていうと、これは分野ご

たは実感があると思いますけれども、やは

とそれから偏差値でもみましたけれども、

り学ぶ濃さについての差が大きい。とこと

偏差値との相関は全くありません。それは

ん徹底的に学ぶという経験が薄くなってい

大学によって違っているという状況があり

る、というところが日本の実態ではないか

ます。規模別にみても違いはない。ですから、

と私は中教審でもお話ししていることでは

いわゆる偏差値が高い大学であっても、学

あります。学生の勉強の問題もそうですし、

んでいない学生が非常に多いということが

先生がたのコマ数自体はアメリカの倍くら

あるわけです。

いもっておられる。当然のことながら授業

それから教育方法のお話がありました。

の準備に当てる時間が少なくなって、十分

やはり双方向でやっていくとか、あるいは

時間が取れない、それによって面白い授業、

参加型の学習のやり方自身が学生にとって

魅力的な授業がなかなかできないのではな

成果がある。当然のことですけれども、そ

いかということが、それぞれについては違

れがやはり授業の作り方、カリキュラムな

うと思いますけれども、出ているのではな

どにも関連してくる問題です。それからこ

いかと思います。

れは高等教育全体の問題でありますけれど

それからこの問題自身はいわゆる大学の

も、やはり、教員の個人芸だけではなくて

システム、制度の問題です。教員の授業だ

チームで教えていくということをどう考え

けでなく、やはり組織的に教育をおこなう

ていくのか。昨年はマイケル・サンデル先

ということが十分なされていない。それは

生の白熱教室が話題になりましたけれども、

先ほどのお話もありましたけれども、学内

教授もひとりでやっているわけではなくて、
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あの後ろには非常にたくさんの方々が加

の話にもありましたように、いわゆる正規

わっているという状況があるわけですけれ

の課程以外の問題を含めてですけれども、

ども、そういう問題がある。

学生生活通じて専門知識といわゆるジェネ

ですからこれは構造的な問題も絡んでい

リック・スキル、それプラスで先ほどから

るということをここで強調したいと思いま

話に出てきましたけれども、自己認識とか

す。履修の指導ですとかサポートもそうで

態度とか人格形成とか、どう将来をみてい

すけれども、そういうかたちでの教育をしっ

くのかとか、学びの習慣ということも含め

かりやるというのを、個人技ではなくてチー

て、トータルで獲得していく。その背景を

ムで考えていくというのを、どう日本にお

見れば、産業構造が変化して、大学と職業

いて広げていくのか、というのを中教審で

との関係が解体段階の中にありますし、知

も議論しているところであります。

識自身も急速に陳腐化する。先ほど申し上

それから、教員と職員の協働をどうやっ

げましたように、先が見えない世の中をど

て考えていくのかという場合、情報システ

う生きていくのか。大学を卒業して就職し

ムをどう作っていくのかという課題もあり

ても、たとえばリストラされるかもしれな

ますし、あるいは資源をどう分配していく

いし、職種を変化しなければいけない、そ

か。そういう問題を全学的に取り組むよう

の時にどう人生を切り開いていくのかとい

なマネジメントの体制をどう作っていくの

うのがあります。

かということがこれは非常に大きい点で強
調している点であります。

また一方、グローバル化と言われる世の
中において、雇用のマーケット自身もおそ

こうした課題をまず指摘させていただい

らく当然１０年もすれば、大企業が日本人

て、つぎに人材の話をしたいと思います。

を採用するというよりもむしろある程度能

就く職業自身が昔であれば高校を出で、あ

力があって語学ができてというようなかた

るいは大学を出てそれぞれが就く職種自身

ちで雇用マーケット自身も今までと違うか

が明らかでありました。昔であれば専門分

たちで国際化していく。そうなるとやはり

野でそれぞれ就いていく職業がはっきりし

しっかり勉強し、そういう学ぶ習慣を身に

ていた。たとえば工学系から出れば大方が

つけるというか、そういう将来についてや

技術者や研究の分野になっていくというの

はり考えていく力を作っていくというよう

がありましたけれども、それが今は変わっ

なことが非常にだいじになってきます。

ている。それがそれぞれの分野ごとにいえ

しかも１回で完結するわけではなくて、

る。ここで強調したい話としては、大学と

学び直すとかステップアップするとかいう

職業生活の関係を考えました場合、先ほど

学習を卒業後も考えていくのが非常にだい
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じになっていくということです。また、密

教審の大学教育部会というところで３月に

度の濃い学習を主体的にどう考えるか。こ

審議のまとめをしたうえで夏ぐらいに答申

れは高校時代と違った大学教育の本質だと

をまとめていこうということで、学士課程

思います。高校時代はおそらく与えられた

の実質化をどう考えていくのか、先ほど申

課題に対してどう答えるのかという解決能

しましたように将来どんな環境でも勝負で

力を養いますけれども、大学においてはそ

きる、勝負できるというのはすこし表現を

こも入りますがむしろ、答えのない問題に

変える必要はあると思いますが、しっかり

対して仮説を立ててどうそれを考えていく

したそういう能力を作っていくということ

のかというトレーニングをしていく。それ

自身を、どう学生時代に育んでいくのか。

は学習の習慣ないし技法ないし、そこはま

切磋琢磨し、刺激をうけ合いながら成長し

たベーシックに戻って考えないと、おそら

ていくことをどうそれぞれの大学で考えて

くは専門学校にすればいいのではないかと

いくのかを考える。ここがやはり出発点に

いうのに答えられない、そこがやはり今議

なってくるのではないかと思います。

論しているところであります。

学士課程の教育というのはやはり、主体

これは IDE に西池先生が論文としてこの

的な学びをするという教育のあり方をしっ

１月号に書かれたものですけれども、自分

か考えていくということがポイントになっ

の頭で考える能力をつけると、系統立てて

てくると話してもございます。それで学修

ものを考える能力、問題を身につけて問題

時間とか体系だとか広報とか成績の厳格化

は何なのかその理由を考え答えが正しいか

あるいは教育方法、ティーチングポートフォ

どうか正しく確かめて検証するということ

リオと学修成果とかいっていますけれど、

を学問として考えて、また、それぞれの分

今までどちらかというと、おそらくこうい

野の型で身につけていく。そこをとらえて

うたとえばシラバスとかナンバリングをど

考えなくてはいけない。これはどの大学に

うするかとか、GPA とかティーチングポー

おいても、どの分野においても、やはり考

トフォリオという、要するに仕組みをどう

えなくてはならないのではないか。ある意

そろえるか、どう広げていくかということ

味においてはその濃い学習を徹底的にやる

に着目してやってきていますけれども、そ

というような習慣をどれだけ学生時代に考

のやり方はおそらく、共有していくという

えるかというのがもとになってくるのでは

ことでだいじだと思っておりますが、さら

ないかと、今議論しているところでありま

に全国の大学でこういう取り組みを考えて

す。

いくという場合、論立て、仕組みだけでは

そういうことを前提にした上で、いま中

限界がある。むしろそういう取り組みとあ
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わせて学修時間に着目してその両方を考え

もう一点は国際的に通用するということ

ていくのを視点にして考えていく。これは

を考えました場合、やはり明らかに欧米と

ある意味においてはかなり戦術的といった

比べて授業外に主体的に学んでいる時間が

ら変ですけれども、そういうようなことを

少ないという中において、それを高めてい

狙いたいと思っております。

くということにつながります。ですからそ

学修時間というのは先ほども申しました

ういうことをやはりある意味では考えてい

通り、単位ですので、おそらく授業だけで

く場にしていかなければならない。当然の

なくて、主体的に学ぶということ自身と結

ことながら、そのためにではどういうよう

びついているのでございます。それも本質

な方策をとるのか、ということも出てきま

であるし、またそういう徹底的に予習する

す。時間の問題だけではなくて、仕組み自

とか復習するとか自分の頭で考えるとか、

身を整えていくことも含めて考えて、でき

あるいは問題に着目するということをいろ

れば年内にそういう支援策、あるいは場合

いろな立場の大学はありますけれども、習

によっては制度の見直し、改善ということ

慣づける。それと同時にそういうことを考

も含めてセットで政策を作っていくという

えれば当然のことながらカリキュラムをど

ことを考えないといけないと思っています。

う体系化するか、あるいはその連携をどう

それからもう１つは、新聞にも少しいっ

していくのかとか、あるいはシラバスでど

ていましたけれど、成果を測る手法自身の

う時間を位置づけていくのかということは

問題とそれから情報公表の話があります。

伝わって参ります。また、その方法のあり

情報公表については、大学ポートレートと

方であるとか成績、あるいは先生方の履歴

いうかたちで、のちほど少し説明させてい

をどう残していくのかと FD の問題、すべて

ただきますけれども、大学での基礎的な情

関連した話ですので、むしろある意味にお

報、特に学校基本調査の情報ですとか、先

いては学びということについて着目してそ

ほど圓月先生からお話があった教育情報を

れを踏み込んでいくというのが、ひとつの

整理しまして、それを各大学で規格化でき

やり方かなという話であります。当然これ

るかたちで定義するような、そういうデー

は議論がありますし、逆にそういう議論を

ターベースを大学自身に関わっていただい

社会で巻き起こしていくというくらいのこ

て作っていく、いわば大学を見て全体のラー

とをしないと、なかなか大学自身が本当に

ニングコモンズを作っていくということに

努力している姿が世間に見えてこないとこ

もつながるのではないかと思っています。

ろがあるのではないかと、おもって議論し
ているところであります。
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それから成果の問題、これはルーブリッ
クとかあるいはいろいろな仕組み、道具立
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てについて各大学でも議論しているらしい。

ポートレートは先ほど申し上げましたよ

それは普及していくことがだいじだと思っ

うに昨年にとりまとめをさせていただいて、

ていますし、またそれを後押しするかたち

この２月に準備会合を発足し、そのための

で手法がわかるような学習の調査ですとか、

仕組みづくりをいよいよ本格稼働していく

あるいはアセスメントを考えるための研

かたちになっております。ここにございま

究開発ということを今後おそらく入試セン

すような、評価機関ですとか団体、それか

ターと大学が一緒になって早ければ２６年

ら事業団ですとか、そういう枠組み作りを

度から新しい法人、質保証を支援するとい

していくということを、考えていこうとい

うようなコンセプトの法人が誕生する予定

うことであります。おそらくこれは一朝一

です。そこでそういう研究開発も考えてい

夕にできるものではなく、26 年くらいから

ただくということも入れられないかという

本格稼働していきたいと思っております。

こともあって、それをいわばコモンズとし

最初は基礎的なデータ、すなわち学校基本

て作っていくということも議論としては視

調査のデータについて、各大学で了解いた

野に入れているところでございます。

だければ、それを比較可能なかたちで分類

アメリカにおいても成果の測定手法が、
たとえばジェネリックスキルをみるとか、
全国的なかたちで学習の構造を調査する。

するといういったことから始めていこうと
いう話でございます。
それから新聞で一部を紹介させていただ

あるいは国内でも、昨年１２月に同志社大

きましたが、あとでまたご覧いただきたい

学で４大学での連携の取り組みがありまし

と思いますけれども、ナンバリングの話だ

たけれども、そういうものがあったりとか、

とか、あるいはこういう話が出ております

それらを参考にしながら、いろいろなかた

が、決してさっき申し上げましたように、

ちでの開発を新しい法人ですとか、大学連

仕組みをどう考えるかというよりもむしろ、

携とつながりながらすすめていくことを今

ここで強調させていただきたいのは、いか

考えて、議論しているところであります。

に学生に焦点を当てて、学修時間というの

ここはちょっと読んでいただいたらあり

を切り口にして議論していくのか。ですか

がたいのですが、先生方を前にして、非常

ら単にある意味においては運動論といった

に僭越ではありますけれども、マサチュー

言葉は変ですけれども、大学でやっておら

セッツ工科大学自身が新任の教員に対して、

れる取り組みということとあわせて、そう

配る手引書というのを IDE からとったもの

いう問題を提起して、あるいは国の方でも

ですが、その一章でチームワークを強調し

今の状況の調査をさせていただいて、それ

ているという点であります。

を提起する。あるいは各地域に出ていって、
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学士力の実質化に向けた政策の動向について

収まったかというと、基本的には指導要領
を改訂し、学習時間を増やし、学力調査を
実施して、ある程度のエビデンスを出して
いくということで収まってまいりました。
小中教育の場合はおそらく、政策自身がそ
れぞれの学校と結びついていると実感され
るところであります。たとえば、教科書が
薄くなったという話がありますけれども、
大学の場合はそれぞれで分野も違いますし、
フォーラムということで部会のまとめを

規模も違いますし、密度も違います。その

ベースにした議論する場を作って考えてい

なかでやはり考えることのむずかしさ、そ

く。そこにも学生さんに入っていただくだ

こをやはり逃げずに、各大学自身の取り組

とか、教員の方にも入っていただいて、そ

みをどう表に出していくのかということを

の上で単に制度であるとか予算を付けると

考えていかないといけません。そのために

いうのではなくて、学内の議論とか、ある

も、ある意味においては現場と連携したそ

いは教員の方々自身がどうそれに光を当て

ういう訴え方をしていくという戦術をとら

ていくのか、ということをある意味では運

していただけないかという議論でございま

動論としてやらしていただけないかと、そ

す。

ういう話でございます。

おそらくこれに対しては個々の問題が非

先ほど２・６・２の話がございましたけ

常にあります。たとえば学修時間をのばす

れども当然これに反対する先生方もおられ

となれば、アルバイトを前提とした学生の

ますけれども、私どもとしてはやはり学生

生活の経済的支援をどうするのかという問

という視点は誰もこれは逃げられないわけ

題ですとか、あるいは資格系のところにつ

ですので、平均的な先生方ががんばろうと

いてはパンパンに授業が構成されている学

いうのに力になれるような仕組みづくりに、

生もいるわけなのでそれをどうするのか、

どう光を当てていくのかということです。

という問題があります。そこは１つひとつ

ですから、今どちらかというとこういう議

問題を考えながら支援策も必要でしょうし、

論では仕組みをどうするという話になりが

またある意味においては、学習環境という

ちですが、やはり社会に即していくために

観点においては、サポーティングの体制で

はこういうことを一つの切り口にしてどう

すとか、システムを支える仕組みですとか、

訴えていくのか、ということを考えたいと

そういうことも含めてですが、そういうこ

思います。それについては、ある意味では

とも総体的な問題として、考えていきたい

厳しい話かもしれませんが、学生の方にも

と思います。

こういうのに参加いただいて考えていくと

以上、時間がまいりましたのでこの辺で

か、あるいはその意見をどう取り入れてい

終わらせていただきたいと思います。おそ

くのかがだいじだと思います。

らく、たくさん質問や意見があると思いま

10 年前、今ほど大学の教育に関してそん

すので、ぜひいただいて、持って帰って、

なに批判は出てなくてむしろ小中教育の学

また政策に反映させていただけないかと思

力調査に対してそれが低くて非常に批判が

います。どうもありがとうございました。

出たわけでありますけれども、それがどう
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石田

それでは、総合ダイアログの時間

に入らせていただきます。今日ご報告いた
だきました先生方への質問はご来場の皆様
から質問用紙に書いてすでに提出いただい
ております。まず、その中からひとつふた
つを選んでいただきまして、それにお答え
いただくことからはじめたく思います。そ
のあとはなるべく会場での直接のやりとり、
対話にさせていただきたいと思いますので、
ご質問がある方は挙手をお願いいたします。
それでは、一番始めにご発表いただきまし
た森島先生より、お願いします。
森島

はい。たくさんご質問いただきま

して、ありがとうございました。そのなか
で一番多かったのは、学生アドバイザーに
関してのご質問でした。
発表の中で少し触れましたけれど、現在
約２０名くらいのアドバイザーがいますが、
募集方法というか集め方ですけれども、最
初の年は職員がいろいろな機会で学生を見
ていて、この学生が良いんじゃないかとい
うかたちで、一本釣りというかたちでした。
中には最初の年に質問に来た学生などとの
人間関係もできてきて、２年目ですね。現

１年生からは公募を致しました。公募で悩
ましいのはやはり断るということですね。
断った学生たちはやはり相談に来なくなり
ます。非常にそこが苦しいところで、いつ
も次はどうしようということを考えていま
すが、そういった方法でおこなっています。
それから、どれくらいの時間そのアドバ
イジングの活動に関わっているかですが、
大体１週間に１から２時間。ICU は１コマ
７０分ですが、１コマあるいは２コマのロー
テーションで、シフト制で自分たちの都合
つく時間に入っています。
それからこれはボランティアなのかアル
バイトなのか、というご質問がありました。
最初はボランティアでした。しかし、今お
話ししたシフト制でアドバイジング活動を
始めたのが２年目です。最初はトレーニン
グをする必要があったので、いきなりはア
ドバイジングはしていません。それを始め
てからアルバイトです。１時間８５０円が
ICU の学内バイトの規定ですけれども、そ
れ合わせて報酬を出すことにしました。
ボランティアでやっていた時にはバイト
があるから来れないとか、部活があるから
来れないというようなことがあり、かなり
ドタキャン的なばたばたがありました。そ
こでひとつは責任を持たせるということを
含めてバイトにしました。そうしたら自分
たちはボランティアでやることに意義があ
るんだという学生たちから非常に強い声も
ありまして、ボランティアなのか報酬あり
なのかというのは、ずっと物議が続いてお
ります。でも基本的には他の学生に対して
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手助けをしたいという気持ちがあるという
ことで非常によくやっておりますし、夏休
みのような定期的な休みを利用して丸１日
使ってワークショップというかたちで先ほ
ども少し写真を見せましたが、トレーニン
グをしています。そういうものについては、
報酬は出しません。お弁当だけ支給です。
来年からはお弁当も出せるかな、という感
じで財政的に厳しいので。そういうかたち
で現在やっております。

３０分ずつ、ラウンジという場所がありま
して、そこは学生が好きに使っていい場所

石田

ありがとうございました。それで

は佐原先生お願い致します。

ですけれども、そこにテーブルを出店して、
先輩たちが話を聞いてくれて相談に乗って
くれる、という場所を作ることにしました。

佐原

いろいろお聞きいただいて、あり

ですから、道の駅ができたということです。

がとうございます。まず、学習支援室を立

初めて手がける仕事ですので、ラーメン屋

ち上げたというお話をしたんですけれども、

さんが屋台を引っ張るところから始めるよ

それがどういうものなのかというのがひと

うなつもりで今考えているところです。

つ。あと、ピア・サポートとして新入生にポー
タルガイドを始めるのですが、その内容を
もう少し具体的に、ということでした。そ

石田

の２点についてご説明します。

圓月先生、お願い致します。

ありがとうございました。つぎに

まず学習支援室ですけれども、室といっ
ても部屋があるわけではないと申し上げま

圓月

した。ですから当然そこで学生相談を受け

とうございました。まず、事実の補足をし

るような窓口を新設したわけではありませ

ます。乱暴にまとめると要するに GPA の公

ん。学内の組織としては、連携組織という

表などをして本質的な教育改革にどう結び

ことで、仕事上特定の縄張りをもたないと

ついているのか、ということについてです。

いうことでやっていくつもりです。将来的

ま ず、GPA の 導 入 は ２ ０ ０ ４ 年 に お こ

に必要があれば、新しい相談窓口をつくる

ないました。すべての学部、学科ごとにす

ことがあるかと思います。今のところは既

べ て 公 表 し て お り ま す。 公 表 率 と し て は

存の窓口に行ってもらう仕組みです。むし

８０％ちょっとくらいです。これはなぜか

ろそれならここに行きなさいよという案内

というとどうしても、特に受講生が１０名

をしっかりしましょうということです。

以内のときなどは、あの人が A だなとかい

そのためにポータルガイドをするのです

たくさんご質問いただいてありが

うことがある程度特定できたりしがちにな

が、これはまた ICU さんと同じで、学部の

り、学生の個人情報の問題がでてくるので、

学生ですけれども、上級生をアドバイザー

それは控えているということです。ですか

に雇って、一番クリティカルな新入生の前

ら全体では８０％以上の授業の平均の GPA

期の履修登録のときです。ガイダンスと履

が公表されています。また、それぞれの分

修登録までの間、その間昼休みと放課後約

野に関しまして、教育改善に使う時の場合
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者の間で話し合いしていただく。これも今
日議論したから、明日から良くなるといっ
たものではないかもわかりませんけれども、
そうやって少しずつ良くなるということな
どもこの GPA の得点分布のよいところでは
ないかと思います。
個人レベルでもあります。最初慣れてお
られないのか、ちょっと特異なかたち、つ
まり A を５０％以上つけておられて、僕も
は関係部署の方で整理していろいろな統計

こいつちょっと怪しいぞ、と見ていたので

等が出てくるようになっています。

すが、これが年々少しずつ普通のバランス

後半のほうですけれども、本質的な教育

になっていっています。自分の成績が偏り

改革になっているのかということですが、

があるというふうにお考えになったりした

本質的な教育改革とはなにか、というのが

ら、自主的に直してくださる。自己点検評

難しいところかと思います。多分、その言

価に基づいてやはりそれぞれの方たちが自

葉を使ってくださった方は講義の改善とい

覚を高めてくださる。こういうのは甘いと

うのを本質的な教育改善だと思ってらっ

おっしゃるかもしれませんが、やはりそれ

しゃると思います。それももちろんですけ

がないと上から何を言っても皆さん聞いて

れども、その他にもシステムを作っていく

くださらないことがほとんどですので、そ

というのも教育改革だという考え方もある

うした具合にやっていきたいとおもいます。

かと思っております。
ですから、最近でしたら結果や成果はそ
れほど出ていないですけれども良いなあと

石田

ありがとうございました。つぎに

義本課長、よろしくお願い致します。

思ったのは、今うちの大学で特に第二外国
語をどうきちっとするかというのがよく問

義本

題になっています。そのときに第二外国語

がとうございました。今日の話で触れてい

の方がそれだったらということで、主体的

なかった点は、高校以下の教育をどうする

に、すなわちスランス語、ドイツ語、スペ

か と い う 問 題 で す。 こ れ は 実 は 中 教 審 で

イン語、中国語、韓国語、各国語ごとにど

もこれから議論をしていかないといけない

ういう GPA の得点分布になっているかとい

テーマです。高校と大学を接続して連続し

うことを検討されました。これも大学の先

てどう教育を改善していくのか、という視

生だったら良くわかる通り、いろいろなも

点の議論をいま始めようとしています。あ

の選んでもらっていいんですけれども、と

る意味においては高校の改革自身は、義務

もすると「○○語は楽勝だから」という理

制と違って遅れています。いわゆる学習成

由だけで学生がどっと流れたりする。それ

果をどう測っていくのかということが多様

はやはり教育的に非常に不完全だと思うの

性ということを追求していく中で、十分取

で、同じ第二外国語というカテゴリの中で

り組めてなかったことについて、ようやく

あったりしたら、それぞれがあまり特異な

ここは中教審でも高校の部会を作ってこれ

GPA の得点分布が出ていないか。そして出

から議論していこうとしています。

ているとしたらなぜか、ということを担当

わたしにもたくさんの質問をあり

軸としては高校教育、それから入試を含
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マスコミという話、このなかにもマスコミ
の方もいらっしゃるかと思いますが、若干
根拠のない話ですとか、ありますけれども、
ただそれもおいておきながらではあります
が、先ほど申しましたように、密度の濃い
授業をして学生自身が学んでいくというよ
うな環境をつくることはある意味において
は、大学自身のベーシックな部分に帰って
いく問題だと思います。だからそこをどう
めた接続の問題、それから大学教育という

追求していくのか、という話です。なにも

のを切れ目なく一貫して考えていくような

新しいことをやるというのではなくて、む

ことをこれからやらなくてはいけないとい

しろその大学自身が持っている本質的な

うことがあります。３月にまとめるペーパー

ところに触れていくということをしっかり

も詳しくはいっていませんが、そこについ

やっていこうということです。これ自身が

てはこれからやっていくと若干触れている

社会的に認知され、あるいは進めていく改

ところであります。

革につながっていくものなのではないかと

それからもうひとつ、今日はあまりお話

思います。

をしませんでしたけれども、学習時間の問
題を一つの切り口に、ということになれば、

石田

それは先生方にとってみればあるいは逃げ

生、お願い致します。

ありがとうございました。半田先

ることのできない問題ですし、今日は質問
でもいただきましたけれども、授業科目数

半田

を減らす、類似する科目であれば先生方の

ありがとうございました。その前に、今の

科目を調整していただいて整理していくと

義本課長のお話で、質問をさせていただき

いうことを踏み込んでやらないといけない

たいことが浮かびまして、よろしいでしょ

課題になっています。

うか。

ご質問、たくさんいただきまして

ですから逆におそらく学内でも議論があ

高等学校の改革というのが一つのテーマ

りますでしょうし、先生方にも抵抗があっ

だということですが、米国をみると、高校

たり、学部ごとに違いがあってできないと

でも当たり前に学修アセスメントに GPA を

いう話もあると思いますけれども、ここを

使っていて、大学の選抜にこれが使われて

逆に切り込んでいかないといけない。密度

います。これは大学の入試改革にもつなが

の濃い授業とか、あるいは先生方自身に授

るひとつのツールではないかと思いますが、

業の準備の問題をかかえていたりします。

日本では高校での GPA という話は聞いた覚

もちろん、サポーティング体制も考えてい

えがありません、今後の見通しを含めてこ

かないといけませんけれど、そこがやはり

の点、いかがでしょうか。

大きなポイントだと思いますので、それを
議論していただけるような政策をしていこ

義本

うということもあります。

いないと思いますが、おっしゃるように教

それからもうひとつは、社会批判のよう
な話をしましたけれども、確かに外部とか
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正直いってそこまで議論は進んで

育の質を保証するという観点においては、
GPA の考え方というのは非常に大きいもの

だと思います。おそらく高校においてもか
なり議論があると思いますけれども、今の
話を参考にさせていただければと思います。
半田

それではいただいたご質問の方で

すけれども、一番疑問が集中したのは単位
の制度の実質化というテーマで、キャップ
制を使わなくてもこれができるのか、実際
にできる方向にあるのかという点です。そ
のメカニズムについてもう少し話してほし
いというご意見もありました。

ですから、実質的にはむかしほど曖昧な
評価というのはなくなってきているはずで

これはメカニズムというか、GPA の特性

す。したがいまして、そういうかたちで出

を学生に周知することがまず第一だと思っ

てきている評価、スコアを的確に表現して

ています。それはこのスコアをあげていく

いく。そして、その値をあげていくという

ということ、別に点数争いを仕掛けるとい

ところに大学教育のひとつのポイントをお

うことではありませんけれども、今まで大

けば、良いか悪いかは別として、それなり

学の教育というのはやはり、どちらかとい

の時代対応にむけて進んでいくであろうと

うと曖昧な評価ということが一般的な認識

思います。

としてあったと思います。しかしながら、

本学ではこの fGPA 導入を機会にして学修

昨今、この様相はあきらかに変化し、大学

状況のいわゆる「見える化」をおこなった

における教育の成果の実効性が問われるよ

わけです。昨今の学生をみていますと、常

うになった。これは誰もが希望すれば大学

に端末を握っていて、街中で歩きながらで

教育を受けられるという状況に日本の社会

さえ、それとにらめっこしているわけです

もなり、はたとその大学教育というのは一

から、自分の今がどうなっているのか、キャ

体何をしているの、という問いが社会一般

ンパスにおけるパフォーマンスの程度をそ

の問いかけになったという環境変化に応じ

れを通して何度でもみられるようにしてあ

て当然の社会的要請と受けとめなければな

げようというわけです。それによって、今

らないわけです。そういうわけですから、

までよく見えなかった自分のポジションが

大学教育は意義あるものだと、あるいは別

見えてくる。それをもとにして自分のキャ

の言い方をすれば投資効率のあるもの、で

ンパスでの学びの行動をある程度制御して

きうれば効率が高いもの、と明確に示せな

いくことができるようにする。

ければならなくなった。入るときはある部

今までは自分の通っている大学で、自分

分、一番物知りになっていて出るときには

がどのくらいできているのか、あるいは自

それもほとんど消えて、ふやけてしまって

分の学修の効果のほどが、わかりませんで

いるというのでは、大学の中長期的な展望

した。結構、A や S の評価をたくさんとっ

はとても拓けない。そういうわけで、昨今

ているとか、でも大学の成績評価には A が

の多くの教員は 20 世紀の大学に比べれば、

多いということも聞いている、だから、相

厳格厳正に、あるいはいろいろ工夫をして

当、悪いとかその反対でないかぎり、つま

学修成果を評価しようと努めるようになっ

りふつうにまじめな学生、そのマジョリティ

ていると思います。

にとっては自分の学修の程度が全然みえな
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かったといってよい。したがって、どこを

それからシステムとしてやはり、学外に

どうすれば、どうなるのかの見通しもつか

いても十分に学習できる機会が整ってきま

ず、学修については漫然とかかわらざるを

した。奈良女子大学さんではこれを 24 時間

えなかった。これは学びへの動機づけのあ

学習システムという名前をつけておられま

りかたとしてはあきらかに問題であったわ

すが、まさに 24 時間、学生のなかには夜通

けです。

し起きているような人もいますし、むしろ

しかし、学修の状況が fGPA のような細

夜中の方が勉強できるという学生も多いで

かな指標をベースにして、分析的に呈示さ

しょうから、そうしますと、このコンピュー

れ、学内での相対的なポジショニングもわ

ターネットワークによって単なる予習とか

かりやすく示されれば、これは何がどうなっ

復習といった話とは質の異なる学習が授業

ているのか、よくみえてきます。親しい友

時間外におこなえます。みなさんの大学で

達同士との学修における距離もあきらかに

も す で に お 使 い だ と 思 い ま す が、 本 学 で

なってきます。したがって、どうしなけれ

も使っています。使ってみますと、それに

ばならないのか、ということに向けての思

よって授業時間のときとは違った質のディ

考も働きだします。必然的に一つひとつの

スカッションができたり、それが深まった

授業に対するコミットメントが高くなるで

り、あらたな学習活動の機会形成ができた

しょう。そうなれば、それに応じて教員も

りすることがわかります。ある程度、時間

よい授業ができていくという Win-Win の関

をかけた思考の営みの中で時間差をもった

係が生じ、正の循環が生まれます。これは

相互作用が、おのおのの発想やコンディショ

なまじっかの教員研修などより、よっぽど

ンのタイミングでできますので、それがま

教員の教育活動にとって励みになることで

た活動のクオリティをあげることにもつな

す。

がっているといえそうです。こういうもの

現場で授業していてつくづく感じるのは、

が今、オープンソースでほとんどお金をか

たとえば、うちの大学の場合は学生全体が

けずに運用できる時代になっているわけで

あまりにも授業を履修しすぎてしまってい

すから、単位制度の実質化というテーマは

て、ひとつひとつの授業に集中して十分に

制度的に履修単位数に制限を設けたりする

時間をとることができなくなっていること

ことなく、まさに実質的に実質化させてい

を感じることが多くなっています。全体を

くことができる状況にあるはずだというの

うまくこなすことが優先され、それを乗り

が、ここでのメカニズムということに対す

越えることに達成感を得ているという感じ

る回答になります。

です。これに対して GPA は嵩を増せばその
分だけスコアが高くなるといった指標では

石田

ありませんし、逆に過多な履修をしたこと

はこれから質問紙を離れて、議論をオープ

で学修の質が低下すれば、スコアに響く質

ンにさせていただきたいと思います。ご質

的な評価性能をもった指標ですから、闇雲

問のある方、ぜひこの機会に挙手をお願い

に A や S を集めて満足するようなかつての

いたします。

ありがとうございました。それで

大学でのパフォーマンス評価の観点はなく
すことができる。結果的にこの GPA の性質

質問者（質問者は氏名を告げられていたが

が理解されれば、いま課題になっている単

聞き取りが不十分なところと漢字表記が明

位の実質化が自然に図れることになります。

確でないこともあり、以下同様で本稿では
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質問者の氏名を記さない）

愛知教育大

学の大学教育教員養成開発センターでセン
ター長をしております。FD がうまくいかな
いということで、こういう機会に来ており
ます。森島先生と義本課長にお伺いしたい
のですけれども、ICU は私にとっては昔か
らあこがれの大学といいますか、教員とし
てあのような教育ができるとよいだろうと
ずっと思ってきました。週に複数回の授業
を本当に実現しているのは日本では ICU だ

ると、EZA という授業がありまして、それ

けだろうと。そこでお聞きしたいのはそれ

はいろいろ差はありますが、そうしたかた

で ICU の学生の授業外学習は増えているの

ちでやっております。これは学期完結です

かということです。他の大学に比べて本当

ので 3 単位の授業で、ある学期に出せば、

に倍とか、欧米並みになっていますかとい

祝日とか休みが入って当然なくなる時もあ

うことです。

りますが、授業回数は 3 単位であれば 26 回

それから義本課長には、なぜ日本では週

ほど実施しています。そういう状況です。

１回２単位の授業が当たり前になってし
まっているのか、そこのところをなぜ文科

義本

省の方々は今まで手を付けようとしなかっ

く ICU の例もそうだと思いますが、欧米の

たのか、ということをお聞きしたく思いま

大学では一回一回の授業ごとにアサイメン

す。

トを出してこれだけのものを読んでこない

ただいまの質問の関連で、おそら

といけないとか、あるいは時間を計算した
森島

ご質問ありがとうございました。

うえで授業の準備をするようにというかた

質問紙のご質問のなかにもいただいており

ちでかなり指定して授業を実施しています。

ましたが、ICU では一コマ 70 分が基本に

したがって、当然勉強せざるを得ないとい

なっておりまして、それを 1 単位として数

う状況になっている。自分もアメリカの大

えます。ですから 3 単位の科目であれば、

学にいた経験がありますが、そうした感じ

70 分の授業を 3 回おこなうということにな

ではあるとおもいます。

ります。
学生の学習時間がそれで増えたのかとい

ですから先ほど私が用意した資料でもそ
うですが、シラバスは作っているけれども、

うことですけれども、比較は他大学とはで

それが授業の工程表ではなくて、個々の授

きないので、それを欧米、アメリカ並みか

業ごとにどのような順序を進むのかと。そ

という点についても比較はむずかしいと思

れは先生方にとって非常に負担なものだと、

います。ですので、そういう比較という意

そこまでやるかどうかということが一つの

味ではなくて申しますと、概して学生たち

話ではないかと思います。

は授業外での勉強をしています。我々の授

それから文科省としてそういう状態を放

業のやり方はやはり、どこの大学もそうだ

置したのかということでありますけれど

と思いますが、リーディングの課題がある

も、ここはむずかしいところで、ある意味

とか、その種の課題を出しますので、それ

では大学教育の方法や中身について国がど

に応じて勉強してくる。学生たちに言わせ

の程度関わるのかということの本質論のと
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ころであります。ある意味では大綱化以降、

成績を出していただくことを推奨している

そこは大学におまかせしているという点が

ということですが、そうなると採点表もそ

あって、ここ数年においてはそれは学士課

れに対応してかえないといけないと思うの

程答申以降であると思いますけれども、徐々

ですけれども、どのような採点表を使われ

にそういう関わりをもっていると。そうい

ているのでしょうか。わかる範囲でご説明

う感じだと思います。たとえば情報公開然

していただければありがたいと思います。

り、FD を入れたりの問題も然り。
やらなくてはいけないところは議論があ

半田

実は今日そのシステムの話を用意

りますけれども、しっかり方針を出してい

していましたが、30 分という時間枠の関係

かないと逆に学内においてもそれが進まな

でカットしました。具体的にはむずかしい

いという話だと思いますので、これは変な

ものではなく、わたしはいくつかの大学を

話ですけれども、法人化前の方が逆にいう

経てきましたけれど、大学によっては成績

と学長先生のなかにはやりやすかったとい

をつける欄に素点のための枠があって、そ

う方もいらっしゃいます。それはある意味

れに加えてレターグレードも書くという大

では社会的コンセンサスがあって、やらな

学もありました。基本的にはそれと同様で

ければいけないことについては議論をした

す。

上でそういう方針を示しつくっていくいう

ただ、本学では絶対的相対評価という方

こともあるのではないかと思います。それ

法をとっています。これは必ずしも 100 点

は制度の問題しかり、それから大学ポート

満点で合格点が 60 点というかたちで評価す

レイトのような感じで地域と協力してコモ

る必要がない方法です。本日お話ししまし

ンズをつくっていく、そういう手法も考え

たが、授業ごとにそれぞれ最良の評価方法

ていかないといけない、という感じではあ

がありますので、極端には 3 点満点で評価

ります。

している授業があったり、あるいは最近は
多元的評価が推奨されていますから、授業

質問者

国学院大学で総務課長をしてお

によっては試験の他にもレポートを課した

ります、今日は貴重なお話をたくさんうか

り、あるいは毎回の授業ごとに小テストを

がわせていただきまして、ありがとうござ

課したりというようなことを熱心にやられ

いました。

ている先生もいらっしゃいます。そうする

私の中で一番インパクトがあったのは半

とその満点はいつの間にか 500 点とか 666

田先生からおうかがいしたファンクショナ

点などという具合になったりとか、あるい

ル GPA でした。うちの大学でも GPA を平

は英語の科目ですと、TOEIC の得点も加味

成 17 年から導入して、いろいろなところ

するなどという場合もあるでしょうから、

で活用していますが、一番私がまずいなと

そうなると 1000 点を超えるような満点もで

思ったのは、明日卒業式で、その学生代表

てきます。これまではそれをいちいちそれ

も GPA で決めているのですが、もしかする

ぞれの先生のお仕事として 100 点満点に直

と本当は違う学生が明日、代表にならなけ

して最終の評価を出してきたのでしょうが、

ればいけなかったのかもしれないと思いま

本学のシステムではそれぞれの授業独自の

した。

得点幅の評価点をそのまま出していただい

これは実際的な質問で、ちょっと事務に

てかまわない仕組みになっています。ただ

も関わることですが、教員に対して素点で

し、そのかわりそれぞれの授業科目の評価
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の事実上の満点と合格最低点はあきらかに
して入力してもらいます。あとはシステム
の方で 100 点満点、合格最低点を 60 点に
一次変換して自動的に調節するようにして
います。その結果に基づいて先ほどのグレー
ドポイントを出します。こうすることで、
教員にとっては今まで通りのやりかたを特
段変更する必要はなくなります。場合によっ
ては今まで余計な負担だった個々の調整算
定をする必要がなくなるので、この仕組み

たとえば、平均値付近に評価が偏っていれ

はむしろ歓迎されているという次第です。

ば、そこでの 1 点差は統計的に有意な差異

ちなみにこの仕組みを可能にするシステ

ではないかもしれませんが、高得点域やそ

ム自体はむずかしいものではありません。

の反対の域では 1 点の差も 0.1 点の差も有

コンピュータプログラムにしたら数行加え

意な差異になるかもしれません。

れば済むような話です。

どの程度の差異が有意かはデータが出た
あと、事後的にわかることで、これが事前

よろしいでしょうか。そうしまし

にわかることはありません。そうなるとファ

たら、あと１つ２つご質問をいただきたい

ンクショナル GPA のように 100 点満点、1

と思いますが、いかがでしょうか。

点刻み、あるいはそれ以下の精度で評価す

石田

ること自体についてその有意性を云々する
佐賀大学の者です。今日はどう

ことはできないわけです。それよりもそれ

も貴重なお話ありがとうございました。ファ

が果たして有意であるかどうかという問い

ンクショナル GPA のことでちょっとお伺い

に答えるには、その答えを出すに足るスコ

したいのですけれども、1 点の差というのが

アの細かさの精度が前提となります。果た

どれくらい有意なのかということが問題な

して 1 点差が有意でないとわかったのなら、

のではないかと思うんです。レターグレー

それでは何点差からが統計的に有意なのか、

ドでつけるということは、それが結局 10 点、

ということが求められてくるわけです。こ

20 点でしか有意差がないんだということだ

れを 1 点差なんて意味あるわけがないと裁

と思うのですが、GPA における 0.1 での差

定し、10 点刻みのレターグレードで十分だ

はどれくらい有意なのか、これをどのよう

ということから始めたとしたら、そのデー

にお考えで、どのように取り扱っておられ

タでは 9 点差ではどうなのか、8.5 点ではど

るのでしょうか。

うなのか、むろん 1 点差、0.1 点差には有意

質問者

性はないのか、といった問いにはまったく
半田

これは皆さんご承知のことと思い

答えることができないことになります。

ますが、一般化して決めること、ものをい

だから、ファンクショナル GPA で用いて

うことができないことです。ある評価をし

いる尺度やその算定で導き出している倍精

て、 そ の ス コ ア の 有 意 差 が ど の 程 度 で あ

度の実数の値というのは、その精度で有意

るかは、個々の評価ごとに異なることです

性を語っているということでは全然なくて、

し、あるひとつの評価でもその尺度の部分

果たして有意な差異はどの程度なのかとい

によって有意な差の大きさは異なってくる。

うことも的確に見いだすための必要性から
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おこなっていることなのです。言い換えれ

とにはどのような有意性と合理性があるの

ば、ご質問のような疑問に適切に答えるこ

か。それは無意味で不合理なことになって

とができるように、この細かさを必要とし

しまっているのか。そんなことはないわけ

ているということです。

です。数学と歴史では相関も低いでしょう

またこれとは別に、そもそもそうした細

が、それはそれなりに足しあわせてみるだ

かなスコア差が意味をもつような評価の仕

けの意味がある。数学は苦手だが歴史は得

方は、大学教育の基本的なあり方としてど

意、あるいはその反対の人の補完を許容し

うなのか、といった原理原則的な問題提起

ている。英語と歴史のあいだにはおそらく

として問われているとするならば、最近は

ある程度の相関があるでしょうが、それで

多くの大学でそうでもなくなってきている

もその合計や平均をとることにはその相関

のかもしれませんが、そもそも我々大学が

の高さを加味することによって重視してい

学生たちを受け入れる段階において、１点

ることがらが反映されるという意味がある

の差をもって合否を決めているということ

でしょう。

があるわけですから、そのはじまりの段階
で 1 点の事実上の有意性を意味づけてしまっ

入学後の学修における成果に対する評価
も基本的にはこれと同様です。

ている状態にあって、そんな細かな得点差

また、科目間比較ですが、これは上記の

にこだわることはいかがなものかという物

ような状況のなかで、たとえば哲学概論の

言いは自分たちのこれまでの行為に照らし

GP3.0 とスポーツ実技の 3.0 と同等の成績

て矛盾しているともいえるわけです。

とみなせるのかどうか、というような問い
だと思いますが、これはレターグレードに

質問者

そうすると、ファンクショナル

置き換えたところで同じことが問えるわけ

GPA はそれぞれの科目のなかでの得点差の

であり、評価という営みについての原理的

比較にしか使わないわけですか。

な問いであり、ファンクショナル GPA 特有
の問題ではないといえますので、たいへん

半田

いえ、科目間の比較にも使います。

重要な問いであることは間違いないと思い
ますが、いまここで論じうることではない

質問者

科目間の比較をする時に、各科

と考えます。

目間で 1 点の有意性の重みが違っていると
いうなかで、どのように比較ができるのか、

石田

あるいはそのように点数の意味あいの異な

ましたら、最後にご登壇なさっている先生

る科目をまとめてしまうということについ

でこれだけは申し上げておきたいというこ

てはどのようにお考えですか。

とがございましたら、付け加えてご発言い

ありがとうございました。そうし

ただければと思います。
半田

これもわたしたちが入学者の選抜

をおこなっているその営みにおいて得てい

義本

る合理性にもとづいて判断することができ

えていない話もあったため、少し触れたい

るはずです。数学と英語と歴史の試験科目

と思います。

先ほどご質問いただいたのに、答

において、それぞれの平均値も 1 点差の有

１つは情報システムの話をさせていただ

意性の分布も異なっているなかで、それら

きましたけれども、大学によってはそれに

の合計得点を用いて合否を裁定しているこ

合流できないというところもあると思いま
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すし、そこは別の方法をとって組んでいく
ことを考える、あるいはそれを支援してい
くということ自身も大学の今後の学びの環
境整備ということにおいては、サポートす
ることで考えております。
その場合グッドプラクティスというかた
ちがいいのか、あるいは就学情勢とか運営
とかいう基盤定義の中にそういうような項
目を入れてサポートしたほうがいいのか、
ということについてはこれから議論をしな
いといけないと思います。また、ある程度
制度が固まったものについては飴と鞭とい
う言い方では非常に失礼であるかと思いま
すが、これは基本的にはやっていただくと
いう考えにもとづけば、十分やっていない
ところについては、若干傾斜をかけ . ること
もしていますが、今後組み合わせというこ
ともあるかなと思っているところでありま
す。
それから大学の数を減らすべきではない
かという議論もずっとあります。ただ、現
実問題としておこなった大学に対してはそ
れを閉じろと言ってとじれるわけではない
ので、そこは個別の問題については、それ
ぞれ対応して経営相談をするというかたち
をとっていますが、今後おそらく設置基準、
あるいは認可も含めてトータルの問題とし
て体系化、あるいはシステムをどう厳格に
利用していくかということについても平
行してやっていかないといけないくだりに
なってくると思います。
それから、社会化という話をさせていた
だきましたが、確かに知識吸収型であれば
評価基準をつくりやすいし、それへの答え

のないところについてどうするのかです。
これもおそらく中教審の中で議論しており
ますけれども、コンピテンシーなども活用
しながら知識だけではなくて、行動特性を、
どのように科目の中で考えていくのか、そ
うした工夫をされているところもあります
し、そういうところも含めて議論をしてい
きたいと思います。またよい取り組みがあ
れば、どんどんご紹介するようなかたちで
考えているところでございます。
石田

ありがとうございました。その他

の先生方よろしいでしょうか。
そうしましたら、時間になりましたので、
最後に終了の挨拶とさせていただきます。
本学の理事、耳塚寛明教授です。
耳塚

5 時を回る時間となりました。長時

間にわたりまして、ご登壇いただきました
先生方、それからフロアの先生方、ありが
とうございました。こういうかたちのシン
ポジウムでございますので、特に最後のま
とめが必要だというよりは、ご出席された
方々がそれぞれ何か実のある成果を手にし
てお帰りいただければ、それでよいのでは
ないかと思っております。長時間にわたる
ご参加、どうもありがとうございました。
石田

ありがとうございました。そうし

ましたらこれにて終了とさせていただきま
す。傘などのお忘れ物のないように、どう
ぞお気をつけてお帰りください。ありがと
うございました。
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茨城大学
宇都宮大学
大阪経済大学
大阪女学院大学
岡崎女子短期大学
岡山理科大学
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株式会社紀伊國屋書店
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株式会社ナガセ
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関西外国語大学
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京都産業大学
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敬愛大学
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工学院大学
神戸女学院大学
神戸女子大学
神戸親和女子大学
國學院大學
国際医療福祉大学
国際基督教大学
佐賀大学
山村学園短期大学
静岡理工科大学
首都大学東京
椙山女学園大学

摂南大学
大学基準協会
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大正大学
中央大学
筑波大学
帝京大学
東海大学
東京海洋大学
東京大学
同志社大学
東北工業大学
東洋学園大学
常磐大学
内閣府
奈良女子大学
新潟大学
日本女子大学
広島修道大学
広島女学院大学
富士通株式会社
北星学園大学
北陸学院大学
北海道情報大学
三重大学
宮崎大学
明星学苑
武庫川学院
武庫川女子大学
名城大学
目白大学
文部科学省
山梨大学
ユニバーシティ・アクティブ
横浜国立大学
立教大学
立命館大学
龍谷大学
麗澤大学
早稲田大学
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